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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第2四半期 3,855 0.4 570 △2.3 578 △2.6 328 9.2
20年12月期第2四半期 3,839 8.2 584 17.7 593 17.2 301 1.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第2四半期 56.74 ―

20年12月期第2四半期 51.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期第2四半期 9,016 6,248 69.3 1,077.81
20年12月期 8,750 6,161 70.4 1,062.41

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  6,248百万円 20年12月期  6,161百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 48.00 48.00

21年12月期 ― ―

21年12月期 
（予想）

― 43.00 43.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,500 △1.9 950 △17.2 960 17.3 500 △10.5 86.22
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 5,815,294株 20年12月期  5,815,294株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  18,294株 20年12月期  16,074株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 5,797,834株 20年12月期第2四半期 5,799,167株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．本資料に掲載されている業績予想は本資料の決算発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいたものであり、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
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当第２四半期会計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題を発端としたアメリカ経済の減

速が、世界規模の金融危機や経済危機となって、為替相場や株式市場の変動を引き起こしたことにより、

企業業績の悪化と雇用情勢や個人消費の冷え込み等、景気後退色を強める展開となりました。 

 フォーム印刷業界におきましては、IT化・デジタル化の進展で、一般ビジネスフォーム印刷の需要が減

少する流れが続き、厳しい環境となりました。 

 この様な情勢の中で、事業活動全般での効率化・合理化に努めました結果、売上高3,855百万円（前年

同期比0.4％増）、営業利益570百万円（同2.3％減）、経常利益578百万円（同2.6％減）、四半期純利益

328百万円（同9.2％増）となりました。 

  

当第２四半期における総資産は、前会計年度末に比べて265百万円増加し、9,016百万円となりました。

資産の部においては、流動資産が338百万円増加し2,080百万円、固定資産が73百万円減少し6,936百万円

となりました。また、負債の部においては、流動負債が147百万円増加し2,363百万円、固定負債が30百万

円増加し404百万円となりました。この結果、純資産の部においては、86百万円増加し6,248百万円とな

り、自己資本比率が69.3％となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年

度末に比べ10百万円減少し、241百万円となりました。  

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

営業活動の結果得られた資金は227百万円（前年同期比16百万円の増加）となりました。これは主

として税引前四半期純利益578百万円、減価償却費154百万円、売上債権の増加額308百万円、仕入債

務の減少額49百万円及び法人税等の支払額143百万円によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は353百万円（前年同期比76百万円の減少）となりました。これは主

として有形固定資産の取得による支出354百万円によるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は115百万円（前年同期比57百万円の増加）となりました。これは主

として短期借入れによる収入276百万円、長期借入による収入300百万円、長期借入金の返済による支

出181百万円及び配当金の支払278百万円によるものであります。  

  

平成21年２月13日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、変更はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債及び純資産の分析

(2)キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 業績予想に関する定性的情報
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棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたこと

に伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  ①棚卸資産の評価方法

  ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

  ②棚卸資産の評価基準及び評価方法
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 241,553 252,488

受取手形及び売掛金 1,379,549 1,071,506

製品 263,100 264,913

原材料 30,166 25,142

仕掛品 29,288 28,091

繰延税金資産 50,367 21,894

その他 87,852 78,638

貸倒引当金 △1,734 △1,466

流動資産合計 2,080,142 1,741,208

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,849,310 1,886,397

機械及び装置（純額） 673,374 728,670

土地 2,991,430 2,991,825

その他（純額） 74,773 79,596

有形固定資産合計 5,588,889 5,686,489

無形固定資産 66,386 66,951

投資その他の資産   

投資有価証券 718,345 657,157

保険積立金 294,858 303,073

繰延税金資産 174,474 198,806

その他 99,076 106,439

貸倒引当金 △5,798 △9,628

投資その他の資産合計 1,280,957 1,255,848

固定資産合計 6,936,233 7,009,289

資産合計 9,016,376 8,750,498
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,019,645 1,259,599

短期借入金 745,782 376,325

未払法人税等 280,071 143,092

賞与引当金 65,814 20,289

その他 252,387 416,398

流動負債合計 2,363,700 2,215,704

固定負債   

長期借入金 316,459 290,469

役員退職慰労引当金 87,409 81,649

その他 730 1,540

固定負債合計 404,598 373,658

負債合計 2,768,299 2,589,363

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 4,905,808 4,855,176

自己株式 △14,061 △12,730

株主資本合計 6,290,087 6,240,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42,010 △79,652

評価・換算差額等合計 △42,010 △79,652

純資産合計 6,248,077 6,161,134

負債純資産合計 9,016,376 8,750,498
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,855,194

売上原価 2,656,602

売上総利益 1,198,592

販売費及び一般管理費 627,707

営業利益 570,884

営業外収益  

受取利息 572

受取配当金 6,573

受取保険金 2,025

受取賃貸料 3,074

雑収入 4,916

営業外収益合計 17,162

営業外費用  

支払利息 6,880

保険解約損 1,989

雑損失 1,159

営業外費用合計 10,028

経常利益 578,018

特別利益  

固定資産売却益 1,288

特別利益合計 1,288

特別損失  

固定資産除却損 134

減損損失 394

特別損失合計 528

税引前四半期純利益 578,778

法人税、住民税及び事業税 279,748

法人税等調整額 △29,965

法人税等合計 249,783

四半期純利益 328,994
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 578,778

減価償却費 154,944

減損損失 394

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,100

受取利息及び受取配当金 △7,145

支払利息 6,880

有形固定資産除売却損益（△は益） △1,154

売上債権の増減額（△は増加） △308,043

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,408

仕入債務の増減額（△は減少） △49,003

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,834

その他 27,646

小計 370,714

利息及び配当金の受取額 7,145

利息の支払額 △7,342

法人税等の支払額 △143,258

営業活動によるキャッシュ・フロー 227,259

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 △354,907

有形固定資産の売却による収入 2,600

無形固定資産の取得による支出 △3,917

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,277

投資活動によるキャッシュ・フロー △353,947

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 276,996

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △181,550

自己株式の取得による支出 △1,331

配当金の支払額 △278,362

財務活動によるキャッシュ・フロー 115,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,934

現金及び現金同等物の期首残高 252,488

現金及び現金同等物の四半期末残高 241,553
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

─ 9 ─

光ビジネスフォーム株式会社(3948)平成21年12月期第２四半期決算短信（非連結）



 
  

  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）中間損益計算書

(単位：千円)

前中間会計期間
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年６月30日）

Ⅰ 売上高 3,839,483

Ⅱ 売上原価 2,653,602

   売上総利益 1,185,880

Ⅲ 販売費及び一般管理費 601,340

   営業利益 584,540

Ⅳ 営業外収益 21,494

Ⅴ 営業外費用 12,581

   経常利益 593,453

Ⅵ 特別利益 11,146

Ⅶ 特別損失 76,660

   税引前中間純利益 527,939

   法人税、住民税及び事業税 159,177

   法人税等調整額 67,558

   中間純利益 301,203
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(2)（要約）中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前中間会計期間
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年６月30日）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

 税引前中間純利益 527,939

 減価償却費 108,274

 役員退職慰労引当金の増減額（△減少額） △ 183,535

 受取利息及び受取配当金 △ 8,759

 支払利息 8,265

 有形固定資産除売却損益 1,431

 売上債権の増減額（△増加額） △ 114,275

 棚卸資産の増減額（△増加額） 157

 仕入債務の増減額（△減少額） 65,005

 未払消費税等の増減額（△減少額） 20,625

 その他 1,841

 小計 426,969

 利息及び配当金の受取額 8,759

 利息の支払額 △ 8,560

 法人税等の支払額 △ 216,904

 営業活動によるキャッシュ・フロー 210,263

Ⅱ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 △ 194,113

 有形固定資産の売却による収入 1,301

 無形固定資産の取得による支出 △ 8,000

 投資有価証券の取得による支出 △ 231,573

 投資有価証券の売却による収入 1,868

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 430,517

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金純増減額（△減少額） 452,300

 長期借入金の返済による支出 △ 156,350

 自己株式の取得による支出 △ 105

 配当金の支払額 △ 237,767

 財務活動によるキャッシュ・フロー 58,077

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △ 162,176

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 434,559

Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末残高 272,383
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当第２四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. 販売実績

事業部門別の名称 販売高(千円)

ビジネスフォーム 1,853,120

一般帳票類 659,173

データプリント及び関連加工 1,226,371

サプライ商品 116,529

合計 3,855,194
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