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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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 ％

22年12月期第1四半期 1,722 △7.7 76 △64.8 74 △65.5 43 △62.9

21年12月期第1四半期 1,866 ― 217 ― 216 ― 118 ―

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

22年12月期第1四半期 7.58 ―

21年12月期第1四半期 20.43 ―

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

22年12月期第1四半期 8,929 6,140 68.8 1,059.59
21年12月期 8,916 6,267 70.3 1,081.59

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  6,140百万円 21年12月期  6,267百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

― ― 30.00 30.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

3,800 △1.4 400 △29.9 405 △29.9 215 △34.7 37.10

通期 7,300 4.3 730 12.4 740 12.7 400 12.8 69.02
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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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 5,815,294株 21年12月期  5,815,294株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  20,173株 21年12月期  20,273株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 5,795,083株 21年12月期第1四半期 5,798,564株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記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１四半期会計期間における我が国経済は、「百年に一度」と言われた米・欧での金融危機か

ら、中国やインドなどアジア諸国を中心とした新興国の需要増加により、回復の兆しが一部に見え

始めたものの、長引くデフレの影響による設備投資の抑制や、雇用環境の悪化による個人消費の停

滞により、依然として厳しい経済状況となりました。 

 フォーム印刷業界におきましては、オフィスのIT化・デジタル化により、一般ビジネスフォーム

印刷の需要が逓減する流れの中で、価格競争が引き続き激しさを増しており、厳しい経営環境とな

りました。 

 この様な情勢の中での結果、売上高1,722百万円（前年同期比7.7％減）、営業利益76百万円（同

64.8％減）、経常利益74百万円（同65.5％減）、四半期純利益43百万円（同62.9％減）となりまし

た。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の分析 

 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12百万円増加し、8,929百万

円となりました。資産の部においては、流動資産が45百万円増加し1,935百万円、固定資産が33百

万円減少し6,993百万円となりました。また、負債の部においては、流動負債が192百万円増加し

2,312百万円、固定負債が53百万円減少し476百万円となりました。この結果、純資産の部において

は、127百万円減少し6,140百万円となり、自己資本比率が68.8％となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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24百万円増加し、301百万円となりました。  

 当第１四半期会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。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は49百万円（前年同期は47百万円の使用）となりました。これは

主として税引前四半期純利益82百万円、減価償却費77百万円、役員賞与引当金の減少額23百万

円、売上債権の増加額19百万円、仕入債務の増加額14百万円及び法人税等の支払額124百万円に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は47百万円（前年同期は270百万円の使用）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16百万円及びに無形固定資産の取得による支出27百万

円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は21百万円（前年同期は353百万円の獲得）となりました。これ

は主として短期借入金の増加額309百万円及び長期借入金の返済による支出102百万円及び配当金

の支払173百万円によるものであります。 

  

 平成22年２月12日に公表いたしました第２四半期累計期間及び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

３．業績予想に関する定性的情報

光ビジネスフォーム㈱（3948）平成22年12月期第１四半期決算短信（非連結）

─　3　─



①棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度の実地棚

卸高を基礎として、合理的に算定する方法によっております。 

 また、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。 

  

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（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

光ビジネスフォーム㈱（3948）平成22年12月期第１四半期決算短信（非連結）

─　4　─



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 301,511 277,348

受取手形及び売掛金 1,137,324 1,117,495

有価証券 37,631 49,102

製品 232,864 244,257

原材料 35,100 25,589

仕掛品 26,672 27,523

繰延税金資産 46,287 28,473

その他 122,234 121,807

貸倒引当金 △3,947 △1,218

流動資産合計 1,935,678 1,890,378

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,793,529 1,811,261

機械及び装置（純額） 567,197 598,372

土地 2,988,553 2,988,553

その他（純額） 289,617 300,334

有形固定資産合計 5,638,899 5,698,522

無形固定資産 106,444 94,054

投資その他の資産   

投資有価証券 652,958 648,109

保険積立金 311,321 300,939

繰延税金資産 180,346 184,988

その他 113,444 106,809

貸倒引当金 △10,080 △6,910

投資その他の資産合計 1,247,989 1,233,937

固定資産合計 6,993,333 7,026,514

資産合計 8,929,012 8,916,893

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 845,392 837,987

短期借入金 1,046,814 791,820

未払法人税等 56,054 133,751

賞与引当金 87,730 20,579

その他 276,464 335,703

流動負債合計 2,312,456 2,119,843

固定負債   

長期借入金 169,372 217,063

役員退職慰労引当金 96,066 93,169

その他 210,672 219,006

固定負債合計 476,110 529,238

負債合計 2,788,567 2,649,081
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

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 4,801,399 4,931,344

自己株式 △15,313 △15,389

株主資本合計 6,184,426 6,314,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,982 △46,484

評価・換算差額等合計 △43,982 △46,484

純資産合計 6,140,444 6,267,811

負債純資産合計 8,929,012 8,916,893
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（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 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,866,316 1,722,383

売上原価 1,348,150 1,330,501

売上総利益 518,166 391,881

販売費及び一般管理費 300,837 315,393

営業利益 217,328 76,488

営業外収益   

受取利息 389 396

受取配当金 285 221

受取保険金 － 30

受取賃貸料 1,779 936

雑収入 2,353 1,472

営業外収益合計 4,808 3,057

営業外費用   

支払利息 2,964 4,866

保険解約損 1,989 －

雑損失 483 －

営業外費用合計 5,436 4,866

経常利益 216,700 74,679

特別利益   

有価証券償還益 － 1,989

保険積立金戻入益 － 10,278

特別利益合計 － 12,267

特別損失   

固定資産除却損 134 －

固定資産売却損 － 24

投資有価証券評価損 8,315 4,800

特別損失合計 8,449 4,824

税引前四半期純利益 208,250 82,122

法人税、住民税及び事業税 125,174 53,089

法人税等調整額 △35,417 △14,888

法人税等合計 89,757 38,201

四半期純利益 118,493 43,921
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31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 208,250 82,122

減価償却費 75,906 77,324

有価証券償還損益（△は益） － △1,989

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,880 2,896

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,700 △23,700

受取利息及び受取配当金 △675 △618

支払利息 2,964 4,866

有形固定資産除売却損益（△は益） 134 24

投資有価証券評価損益（△は益） 8,315 4,800

売上債権の増減額（△は増加） △133,543 △19,828

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,107 2,732

仕入債務の増減額（△は減少） △102,098 14,904

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,034 5,542

その他 49,298 29,375

小計 94,805 178,451

利息及び配当金の受取額 675 618

利息の支払額 △3,677 △5,108

法人税等の支払額 △139,367 △124,576

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,564 49,384

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 － 273

有形固定資産の取得による支出 △269,543 △16,789

有形固定資産の売却による収入 － 10

無形固定資産の取得による支出 △1,943 △27,047

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,316 1,168

投資有価証券の取得による支出 － △4,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △270,170 △47,185

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） 413,917 309,308

リース債務の返済による支出 － △11,548

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 △80,975 △102,005

自己株式の処分による収入 － 60

自己株式の取得による支出 △1,005 －

配当金の支払額 △278,362 △173,850

財務活動によるキャッシュ・フロー 353,574 21,964

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） 35,839 24,163

現金及び現金同等物の期首残高 252,488 277,348

現金及び現金同等物の四半期末残高 288,327 301,511
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

   当第１四半期会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。 

  

  
  

（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

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  914,606

一般帳票類 314,858

データプリント及び関連加工 436,528

サプライ商品 56,389

合計 1,722,383
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