
４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,333,806 2,185,811

売掛金 1,934,136 2,184,945

有価証券 10,185 10,192

商品 767,827 798,055

繰延税金資産 72,968 95,490

その他 72,781 77,543

貸倒引当金 △1,100 △1,300

流動資産合計 5,190,605 5,350,738

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,205,749 4,578,019

減価償却累計額 △1,495,526 △1,657,346

建物及び構築物（純額） 2,710,223 2,920,673

車両運搬具 41,581 66,251

減価償却累計額 △27,826 △46,913

車両運搬具（純額） 13,755 19,337

工具、器具及び備品 554,910 592,839

減価償却累計額 △401,762 △429,293

工具、器具及び備品（純額） 153,148 163,545

土地 1,883,856 1,636,848

建設仮勘定 202,205 20,426

有形固定資産合計 4,963,188 4,760,832

無形固定資産   

のれん 912,302 952,123

その他 113,355 160,349

無形固定資産合計 1,025,658 1,112,472

投資その他の資産   

投資有価証券 314,325 2,498,239

繰延税金資産 133,402 129,303

差入保証金 495,576 457,275

その他 501,542 501,163

投資その他の資産合計 1,444,847 3,585,982

固定資産合計 7,433,694 9,459,287

資産合計 12,624,299 14,810,026

11

㈱メディカル一光（3353）平成24年２月期　決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,727 6,442

買掛金 2,388,825 2,674,812

短期借入金 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,293,389 2,036,066

未払法人税等 256,576 349,226

賞与引当金 100,615 110,759

その他 375,943 348,324

流動負債合計 4,422,078 6,125,631

固定負債   

長期借入金 4,070,523 3,904,614

退職給付引当金 270,512 310,831

その他 152,106 199,496

固定負債合計 4,493,142 4,414,942

負債合計 8,915,221 10,540,573

純資産の部   

株主資本   

資本金 917,000 917,000

資本剰余金 837,050 837,050

利益剰余金 2,158,712 2,706,343

自己株式 △209,633 △199,265

株主資本合計 3,703,129 4,261,128

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,949 8,324

その他の包括利益累計額合計 5,949 8,324

純資産合計 3,709,078 4,269,452

負債純資産合計 12,624,299 14,810,026
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 17,974,013 19,576,619

売上原価 16,035,160 17,297,470

売上総利益 1,938,852 2,279,149

販売費及び一般管理費 949,516 1,064,939

営業利益 989,335 1,214,210

営業外収益   

受取利息 1,737 941

受取配当金 1,928 7,565

受取保証料 1,800 1,508

助成金収入 10,089 18,655

その他 6,555 8,409

営業外収益合計 22,110 37,080

営業外費用   

支払利息 71,138 79,296

その他 9,067 20,129

営業外費用合計 80,206 99,426

経常利益 931,240 1,151,864

特別利益   

固定資産売却益 － 23,436

投資有価証券売却益 31,732 120,112

受取補償金 5,238 －

その他 － 100

特別利益合計 36,970 143,649

特別損失   

固定資産売却損 － 76,283

固定資産除却損 2,574 2,734

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,301

その他 － 1,835

特別損失合計 2,574 94,155

税金等調整前当期純利益 965,635 1,201,357

法人税、住民税及び事業税 478,087 593,494

法人税等調整額 △25,170 △16,196

法人税等合計 452,917 577,298

少数株主損益調整前当期純利益 － 624,059

当期純利益 512,718 624,059
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 624,059

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 2,374

その他の包括利益合計 － 2,374

包括利益 － 626,434

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 626,434
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 917,000 917,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 917,000 917,000

資本剰余金   

前期末残高 837,050 837,050

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 837,050 837,050

利益剰余金   

前期末残高 1,713,362 2,158,712

当期変動額   

剰余金の配当 △67,368 △76,428

当期純利益 512,718 624,059

当期変動額合計 445,350 547,631

当期末残高 2,158,712 2,706,343

自己株式   

前期末残高 △179,134 △209,633

当期変動額   

自己株式の取得 △30,498 －

自己株式の処分 － 10,368

当期変動額合計 △30,498 10,368

当期末残高 △209,633 △199,265

株主資本合計   

前期末残高 3,288,278 3,703,129

当期変動額   

剰余金の配当 △67,368 △76,428

当期純利益 512,718 624,059

自己株式の取得 △30,498 －

自己株式の処分 － 10,368

当期変動額合計 414,851 557,999

当期末残高 3,703,129 4,261,128
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,087 5,949

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,138 2,374

当期変動額合計 △13,138 2,374

当期末残高 5,949 8,324

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 19,087 5,949

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,138 2,374

当期変動額合計 △13,138 2,374

当期末残高 5,949 8,324

純資産合計   

前期末残高 3,307,365 3,709,078

当期変動額   

剰余金の配当 △67,368 △76,428

当期純利益 512,718 624,059

自己株式の取得 △30,498 －

自己株式の処分 － 10,368

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,138 2,374

当期変動額合計 401,713 560,374

当期末残高 3,709,078 4,269,452
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 965,635 1,201,357

減価償却費 240,438 302,501

のれん償却額 79,823 87,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） △800 200

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,965 7,310

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,274 40,318

受取利息及び受取配当金 △3,665 △8,506

支払利息 71,138 79,296

投資有価証券売却損益（△は益） △31,732 △120,112

固定資産売却損益（△は益） － 52,847

固定資産除却損 2,574 2,734

売上債権の増減額（△は増加） △120,661 △198,942

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,266 △13,860

仕入債務の増減額（△は減少） 162,430 230,165

未払費用の増減額（△は減少） 1,705 △12,412

預り保証金の増減額（△は減少） △2,706 △11,151

その他 △9,246 35,177

小計 1,335,908 1,674,581

利息及び配当金の受取額 2,429 7,854

利息の支払額 △71,807 △78,174

法人税等の支払額 △485,595 △512,192

営業活動によるキャッシュ・フロー 780,935 1,092,069

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △894,408 △313,928

有形固定資産の売却による収入 － 250,320

無形固定資産の取得による支出 △34,131 △95,553

投資有価証券の取得による支出 △101,703 △2,228,490

投資有価証券の売却による収入 94,596 161,523

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △89,698

長期前払費用の取得による支出 △20,087 △3,256

差入保証金の差入による支出 △59,074 △19,606

差入保証金の回収による収入 10,312 59,759

長期未収入金の増加による支出 △358,511 △358

長期未収入金の回収による収入 － 10,000

預り金の増減額（△は減少） 142,727 △11,875

その他 △19,553 △16,837

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,239,832 △2,298,002
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 600,000

短期借入金の返済による支出 △30,000 △40,380

長期借入れによる収入 2,600,000 2,050,000

長期借入金の返済による支出 △1,574,749 △1,473,231

リース債務の返済による支出 △2,760 △5,328

自己株式の取得による支出 △30,498 －

自己株式の処分による収入 － 10,368

配当金の支払額 △67,368 △76,428

財務活動によるキャッシュ・フロー 894,623 1,065,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 435,726 △140,932

現金及び現金同等物の期首残高 1,891,018 2,326,744

現金及び現金同等物の期末残高 2,326,744 2,185,811
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