
平成26年 12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成26年８月８日

上 場 会 社 名 光ビジネスフォーム株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 3948 ＵＲＬ http://www.hikaribf.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 林 陽一 

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 中沢 徳夫 (TEL) 03(3348)1435 

四半期報告書提出予定日 平成26年８月12日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て）

１．平成26年12月期第１四半期の業績（平成26年１月１日～平成26年６月30日） 
（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 ％

26年 12月期第２四半期 3,765 1.5 228 △5.2 233 △5.1 135 △7.3
25年 12月期第２四半期 3,708 10.6 241 11.2 245 13.4 146 68.4

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

26年 12月期第２四半期 23.43 ―
25年12月期第２四半期 25.27 ―

（２）財政状態 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％ 

26年 12月期第２四半期 8,935 6,687 74.8 
25年 12月期 8,860 6,710 75.7 

（参考）自己資本 26年 12月期第２四半期 6,687百万円 25年 12月期 6,710百万円 

２．配当の状況 

年間配当金 

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

25年 12月期 ― ― ― 18.00 18.00
26年 12月期 ― ― 

26年 12月期(予想) ― 18.00 18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

３．平成26年12月期の業績予想（平成26年１月１日～平成26年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

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 7,400 2.2 460 4.9 460 2.3 270 2.1 46.66

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 



※ 注記事項 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：無 

④ 修正再表示 ：無 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年12月期２Ｑ 5,815,294株 25年12月期 5,815,294株

② 期末自己株式数 26年12月期２Ｑ 28,794株 25年12月期 28,766株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年12月期２Ｑ 5,786,511株 25年12月期２Ｑ 5,788,098株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあ
たっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第２四半期累計期間における我が国経済は、政府の積極的な経済政策や日銀による大胆な金融緩和政策を背景

に、企業収益の改善や個人消費の持ち直しなどにより、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、消費税

増税による個人消費の落ち込み、円安によるエネルギー価格や原材料価格の上昇、世界経済の減速など、依然とし

て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、電子媒体やデジタル化の進展により一般ビジネスフォーム印刷の需要が逓減

しており、その中で企業の経費削減や価格競争の上に、原材料の上昇や電気料金の値上げなどもあり、厳しい経営

環境が続いております。 

 この様な情勢の中、既存取引先の深耕と新規開拓に注力し、積極的な提案型営業活動を行った結果、売上高

3,765百万円（前年同四半期比1.5％増）、営業利益228百万円（同5.2％減）、経常利益233百万円（同5.1％減）、

四半期純利益135百万円（同7.3％減）となりました。

 なお、売上状況につきましては、ビジネスフォーム1,571百万円（前年同四半期比0.9％増）、一般帳票類771百

万円（同1.3％増）、データプリント及び関連加工1,363百万円（同2.6％増）、サプライ商品59百万円（同1.8％

減）となっております。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四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75百万円増加し、8,935百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が100百万円増加し2,207百万円、固定資産が25百万円減少し6,727百万円とな

りました。また、負債の部においては、流動負債が99百万円増加し1,655百万円、固定負債が0百万円減少し592百

万円となりました。この結果、純資産の部においては、22百万円減少し6,687百万円となり、自己資本比率が

74.9％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

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

116百万円減少し、492百万円となりました。 

 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113百万円（前年同四半期は406百万円の獲得）となりました。これは主として税

引前四半期純利益237百万円、減価償却費152百万円、仕入債務の増加額62百万円及び売上債権の増加額214百万円

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53百万円（前年同四半期は27百万円の獲得）となりました。これは主として投資

有価証券の取得による支出131百万円、有形固定資産の取得による支出37百万円及び投資有価証券の売却及び償還

による収入100百万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）

 財務活動の結果使用した資金は176百万円（前年同四半期は301百万円の使用）となりました。これは主として配

当金の支払104百万円及びリース債務の返済による支出72百万円によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年２月７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。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成25年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 609,611 492,852 

受取手形及び売掛金 1,167,381 1,382,215 

有価証券 6,999 10,005 

製品 129,408 114,579 

原材料 34,295 37,996 

仕掛品 22,628 19,531 

繰延税金資産 22,302 19,182 

その他 120,166 136,500 

貸倒引当金 △5,544 △4,916 

流動資産合計 2,107,250 2,207,947 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,468,656 1,432,688 

機械及び装置（純額） 221,883 247,498 

土地 2,930,197 2,930,197 

その他（純額） 408,589 431,726 

有形固定資産合計 5,029,326 5,042,111 

無形固定資産 105,611 83,736 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,158,617 1,117,926 

保険積立金 277,572 281,297 

その他 190,748 212,584 

貸倒引当金 △9,095 △9,936 

投資その他の資産合計 1,617,842 1,601,871 

固定資産合計 6,752,779 6,727,719 

資産合計 8,860,029 8,935,666 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 993,253 1,096,997 

未払法人税等 107,110 85,577 

賞与引当金 22,356 21,860 

その他 432,735 450,637 

流動負債合計 1,555,455 1,655,073 

固定負債 

役員退職慰労引当金 126,052 129,157 

資産除去債務 24,096 24,345 

その他 443,504 439,156 

固定負債合計 593,652 592,658 

負債合計 2,149,108 2,247,732 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成25年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年６月30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 5,057,893 5,089,323 

自己株式 △18,766 △18,778 

株主資本合計 6,437,468 6,468,885 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 273,453 219,048 

評価・換算差額等合計 273,453 219,048 

純資産合計 6,710,921 6,687,934 

負債純資産合計 8,860,029 8,935,666 
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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) 

前第２四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
至 平成25年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年１月１日 
至 平成26年６月30日) 

売上高 3,708,462 3,765,611 

売上原価 2,876,289 2,987,753 

売上総利益 832,173 777,857 

販売費及び一般管理費 590,795 548,950 

営業利益 241,377 228,907 

営業外収益 

受取利息 1,941 3,171 

受取配当金 11,655 7,422 

受取保険金 1,175 1,173 

受取賃貸料 2,364 2,304 

雑収入 2,199 2,693 

営業外収益合計 19,336 16,766 

営業外費用 

支払利息 5,800 6,674 

保険解約損 1,041 － 

貸倒引当金繰入額 102 868 

固定資産除却損 4,957 695 

雑損失 3,166 4,416 

営業外費用合計 15,068 12,655 

経常利益 245,645 233,017 

特別利益 

固定資産売却益 877 1,410 

投資有価証券売却益 19,751 6,728 

投資有価証券償還益 88 － 

特別利益合計 20,716 8,138 

特別損失 

固定資産売却損 1,653 2,089 

投資有価証券売却損 315 399 

投資有価証券償還損 － 1,155 

減損損失 481 － 

特別損失合計 2,450 3,644 

税引前四半期純利益 263,912 237,512 

法人税、住民税及び事業税 120,157 81,169 

法人税等調整額 △2,498 20,755 

法人税等合計 117,658 101,924 

四半期純利益 146,254 135,587 
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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２四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
至 平成25年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年１月１日 
至 平成26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 263,912 237,512 

減価償却費 135,795 152,032 

減損損失 481 － 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,302 3,105 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,100 △13,300 

受取利息及び受取配当金 △13,597 △10,594 

支払利息 5,800 6,674 

有形固定資産除売却損益（△は益） 5,732 1,373 

有価証券売却損益（△は益） － 1,155 

投資有価証券売却損益（△は益） △19,524 △6,328 

売上債権の増減額（△は増加） △138,558 △214,834 

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,559 14,224 

仕入債務の増減額（△は減少） 122,412 62,613 

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,298 11,804 

その他 128,722 △33,486 

小計 520,633 211,952 

利息及び配当金の受取額 13,597 10,594 

利息の支払額 △5,689 △6,674 

法人税等の支払額 △121,643 △102,029 

営業活動によるキャッシュ・フロー 406,897 113,842 

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 － 7,342 

有形固定資産の取得による支出 △12,875 △37,177 

有形固定資産の売却による収入 16,150 4,144 

無形固定資産の取得による支出 △9,254 △12,232 

無形固定資産の売却による収入 － 13,556 

投資有価証券の取得による支出 △168,635 △131,436 

投資有価証券の売却及び償還による収入 191,427 100,686 

子会社の清算による収入 10,000 － 

その他 953 1,217 

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,766 △53,899 

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） △54,600 － 

長期借入金の返済による支出 △106,730 － 

リース債務の返済による支出 △52,827 △72,532 

自己株式の取得による支出 △212 △12 

配当金の支払額 △86,825 △104,157 

財務活動によるキャッシュ・フロー △301,196 △176,702 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 133,466 △116,759 

現金及び現金同等物の期首残高 378,274 609,611 

現金及び現金同等物の四半期末残高 511,741 492,852 
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。

４．補足情報

販売実績

 当第２四半期累計期間（自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日）における販売実績を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。

製品区分 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

ビジネスフォーム 1,571,421 100.9

一般帳票類 771,040 101.3

データプリント及び関連加工 1,363,760 102.6

サプライ商品 59,388 98.2

合計 3,765,611 101.5

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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