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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次
第51期

第１四半期
累計期間

第52期
第１四半期
累計期間

第51期

会計期間

自　2018年
　　１月１日
至　2018年
　　３月31日

自　2019年
　　１月１日
至　2019年
　　３月31日

自　2018年
　　１月１日
至　2018年
　　12月31日

売上高 （千円） 1,740,009 1,651,093 6,881,472

経常利益又は経常損失（△） （千円） 28,275 △3,245 182,005

四半期（当期）純利益又は四

半期純損失（△）
（千円） 15,044 △5,447 135,081

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － －

資本金 （千円） 798,288 798,288 798,288

発行済株式総数 （株） 5,815,294 5,815,294 5,815,294

純資産額 （千円） 6,784,522 6,768,680 6,803,247

総資産額 （千円） 9,423,003 9,257,336 9,237,687

１株当たり四半期（当期）純

利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）

（円） 2.60 △0.94 23.36

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 18.00

自己資本比率 （％） 72.0 73.1 73.7

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等について

は、記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　第52期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失金額であり、また、潜在株式がないため、記載しておりません。

５　第51期及び第51期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、

潜在株式がないため、記載しておりません。

６　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期会計期間の期首から適用しており、前第１四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等につい

ては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）経営成績の分析

　当第１四半期累計期間における我が国経済は、堅調な設備投資や雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直

しを背景に、緩やかな回復基調で推移しましたが、米中の貿易摩擦による中国経済の減速や、国内の人手不足問題

などもあり、先行き不透明な状況にあります。

　フォーム印刷業界におきましては、ビジネス・スタイルのペーパーレスに一段と拍車がかかり、ビジネスフォー

ムの減少スピードも更に速まってきました。また、価格競争や人件費の上昇などもあり、厳しい経営環境が続いて

おります。

　この様な情勢の中、人手不足や業態改革に伴うアウトソーシングの動きを、ビジネスチャンスと捉えて活動し、

紙による通知物と紙に代わるものとの一括受注を図ってまいりました。この結果、売上高1,651百万円（前年同四

半期比5.1％減）、営業利益０百万円（前年同四半期比99.8％減）、経常損失３百万円（前年同四半期は経常利益

28百万円）、四半期純損失５百万円（前年同四半期は四半期純利益15百万円）となりました。

　また、売上状況につきましては、ビジネスフォーム641百万円（前年同四半期比1.0％減）、一般帳票類355百万

円（前年同四半期比13.9％減）、データプリント及び関連加工574百万円（前年同四半期比0.5％減）、サプライ商

品79百万円（前年同四半期比21.7％減）となっております。

 

(2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて19百万円増加し、9,257百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が13百万円減少し2,478百万円、固定資産が33百万円増加し6,778百万円となり

ました。また、負債の部においては、流動負債が66百万円増加し1,514百万円、固定負債が11百万円減少し974百万

円となりました。この結果、純資産の部においては、34百万円減少し6,768百万円となり、自己資本比率が73.1％

となりました。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,400,000

計 15,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2019年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2019年５月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,815,294 5,815,294

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 5,815,294 5,815,294 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2019年１月１日～

2019年３月31日
― 5,815,294 ― 798,288 ― 600,052

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2018年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

2019年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式 　　 33,200
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　 5,779,700 57,797 ―

単元未満株式 普通株式　　　 2,394 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 5,815,294 ― ―

総株主の議決権 ― 57,797 ―

（注）　単元未満株式には当社所有の自己株式66株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2019年３月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

光ビジネスフォーム

株式会社

東京都八王子市

東浅川町553番地
33,200 － 33,200 0.57

計 － 33,200 － 33,200 0.57

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役
管理本部長兼
総務部長

取締役 総務部長 大宮　健 2019年４月１日

常務取締役
管理本部長兼
総務部長兼
経理部長

常務取締役
管理本部長兼
総務部長

大宮　健 2019年５月７日
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2019年１月１日から2019年３

月31日まで）及び第１四半期累計期間（2019年１月１日から2019年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について有

限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2018年12月31日)
当第１四半期会計期間
(2019年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,234,135 1,060,117

受取手形及び売掛金 ※ 874,895 ※ 1,025,428

製品 153,402 159,216

仕掛品 15,926 15,195

原材料 36,581 39,255

その他 177,285 179,333

流動資産合計 2,492,226 2,478,546

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,255,368 1,241,852

機械及び装置（純額） 106,528 104,161

土地 2,507,281 2,507,281

その他（純額） 801,904 762,661

有形固定資産合計 4,671,082 4,615,957

無形固定資産 48,473 47,063

投資その他の資産   

投資有価証券 1,234,671 1,320,784

その他 793,054 796,806

貸倒引当金 △1,821 △1,821

投資その他の資産合計 2,025,904 2,115,768

固定資産合計 6,745,460 6,778,789

資産合計 9,237,687 9,257,336

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 786,885 867,101

未払法人税等 112,996 30,293

引当金 43,085 96,752

その他 505,404 520,302

流動負債合計 1,448,372 1,514,449

固定負債   

役員退職慰労引当金 200,282 203,789

資産除去債務 26,691 26,829

その他 759,094 743,587

固定負債合計 986,067 974,206

負債合計 2,434,440 2,488,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 798,288 798,288

資本剰余金 600,052 600,052

利益剰余金 5,232,150 5,122,627

自己株式 △20,862 △20,862

株主資本合計 6,609,629 6,500,105

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 193,617 268,574

評価・換算差額等合計 193,617 268,574

純資産合計 6,803,247 6,768,680

負債純資産合計 9,237,687 9,257,336

 

EDINET提出書類

光ビジネスフォーム株式会社(E00708)

四半期報告書

 7/12



(2)【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  (単位：千円)

 
前第１四半期累計期間
(自　2018年１月１日
　至　2018年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　2019年１月１日
　至　2019年３月31日)

売上高 1,740,009 1,651,093

売上原価 1,410,722 1,330,227

売上総利益 329,287 320,865

販売費及び一般管理費 300,281 320,800

営業利益 29,005 65

営業外収益   

受取利息 759 2

受取配当金 1,570 1,018

受取保険金 1 23

受取賃貸料 1,065 993

雑収入 1,161 906

営業外収益合計 4,557 2,945

営業外費用   

支払利息 4,453 5,103

保険解約損 － 331

固定資産除却損 2 0

雑損失 832 820

営業外費用合計 5,288 6,255

経常利益又は経常損失（△） 28,275 △3,245

特別利益   

投資有価証券売却益 1,403 18,577

特別利益合計 1,403 18,577

特別損失   

固定資産除却損 － 86

投資有価証券売却損 － 3

投資有価証券評価損 － 12,990

特別損失合計 － 13,079

税引前四半期純利益 29,678 2,252

法人税、住民税及び事業税 40,653 23,148

法人税等調整額 △26,019 △15,448

法人税等合計 14,634 7,699

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,044 △5,447
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【注記事項】

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

 

（四半期貸借対照表関係）

※　四半期会計期間末日満期手形の会計処理

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第１四

半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末残

高に含まれております。

 
前事業年度

（2018年12月31日）
当第１四半期会計期間
（2019年３月31日）

受取手形 22,186千円 17,261千円

 

 

（四半期損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に

係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自 2018年１月１日
至 2018年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自 2019年１月１日
至 2019年３月31日）

減価償却費 83,294千円 86,366千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自2018年１月１日 至2018年３月31日）

配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年３月29日

定時株主総会
普通株式 132,987千円 23.00円  2017年12月31日  2018年３月30日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自2019年１月１日 至2019年３月31日）

配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年３月28日

定時株主総会
普通株式 104,076千円 18.00円  2018年12月31日  2019年３月29日 利益剰余金

 

（持分法損益等）

　関連会社を有していないため、該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、印刷関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2018年１月１日
至　2018年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
2円60銭 △0円94銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
15,044 △5,447

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
15,044 △5,447

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,782 5,782

 （注） 当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金

額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前第１四半期累計期間の潜在株式調

整後１株当たりの四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

 

  2019年5月13日

光ビジネスフォーム株式会社   

取　締　役　会　　　御　中   

 

 有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 羽　　鳥　　良　　彰　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 會　　澤　　正　　志　　印

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
光ビジネスフォーム株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第52期事業年度の第１四半期会
計期間(2019年1月1日から2019年3月31日まで)及び第１四半期累計期間(2019年1月1日から2019年3月31
日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四
半期レビューを行った。
 

四半期財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して
四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
 

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務
諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、光ビジネスフォーム株式会社の2019年3月
31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していない
と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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