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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21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 ％

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

20年12月期第1四半期 1,876 2.2 230 △0.5 232 △0.7 137 0.3

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1四半期 20.43 ―

20年12月期第1四半期 23.67 ―

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1四半期 8,862 5,982 67.5 1,031.96
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1四半期  5,982百万円 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

3,850 0.3 480 △17.9 485 △18.3 260 △13.7 44.83

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1四半期 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1四半期  17,774株 20年12月期  16,094株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 5,798,564株 20年12月期第1四半期 5,799,200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１四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引き金に、米国で発生した金
融危機で世界規模の経済危機となり、為替相場の急激な変動、株式市場の低迷等の影響を受け、景況感が
歴史的な悪化状態となり、雇用情勢や個人消費の冷え込み等、景気後退の長期化がますます強まる状況と
なってきました。 
 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、旧来型のビジネスフォーム印刷の需要
が減少している中で、諸資材価格の上昇によるコスト増加も加わり厳しい環境が続きました。 
 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1,866百万円（前年
同期比0.5減）、営業利益217百万円（同5.7％減）、経常利益216百万円（同6.8％減）、四半期純利益118
百万円（13.7％減）となりました。 
  

当第１四半期における総資産は、前会計年度末に比べて112百万円増加し、8,862百万円となりました。
資産の部においては、流動資産が177百万円増加し1,918百万円、固定資産が65百万円減少し6,944百万と
なりました。また、負債の部においては、流動負債が165百万円増加し2,381百万円、固定負債が124百万
円増加し498百万円となりました。この結果、純資産の部においては、178百万円減少し5,982百万円とな
り、自己資本比率が67.5％となりました。 
  

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35百万円増加し、288百万円となりました。  

 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。  

当第１四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は47百万円（前年同期比128百万円の

増加）となりました。これは主として税引前四半期純利益208百万円、減価償却費75百万、売上債権

の増加額133万円、仕入債務の減少額102百万円及び法人税等の支払額139百万円によるものでありま

す。 

当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は270百万円（前年同期比９百万円の

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269百万円によるものでありま

す。 

当第１四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は353百万円（前年同期比192百万円の

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413百万円、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80百万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
(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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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。 
  

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１四半期会計期間末 
(平成21年３月31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 288,327 252,488

受取手形及び売掛金 1,205,049 1,071,506

製品 233,841 264,913

原材料 32,244 25,142

仕掛品 25,954 28,091

繰延税金資産 52,059 21,894

その他 83,029 78,638

貸倒引当金 △1,765 △1,466

流動資産合計 1,918,739 1,741,208

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,868,300 1,886,397

機械及び装置（純額） 715,544 728,670

土地 2,991,825 2,991,825

その他（純額） 78,484 79,596

有形固定資産合計 5,654,154 5,686,489

無形固定資産 66,536 66,951

投資その他の資産   

投資有価証券 618,061 657,157

保険積立金 294,642 303,073

繰延税金資産 216,048 198,806

その他 104,360 106,439

貸倒引当金 △9,608 △9,628

投資その他の資産合計 1,223,504 1,255,848

固定資産合計 6,944,195 7,009,289

資産合計 8,862,935 8,750,498
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31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 1,011,824 1,259,599

短期借入金 886,872 376,325

未払法人税等 128,784 143,092

賞与引当金 90,145 20,289

その他 263,890 416,398

流動負債合計 2,381,517 2,215,704

固定負債   

長期借入金 412,864 290,469

役員退職慰労引当金 84,529 81,649

その他 1,240 1,540

固定負債合計 498,633 373,658

負債合計 2,880,150 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 4,695,306 4,855,176

自己株式 △13,735 △12,730

株主資本合計 6,079,912 6,240,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △97,127 △79,652

評価・換算差額等合計 △97,127 △79,652

純資産合計 5,982,784 6,161,134

負債純資産合計 8,862,935 8,750,498

光ビジネスフォーム株式会社(3948)平成21年12月期第１四半期決算短信（非連結）

─　6　─



(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第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) 

売上高 1,866,316

売上原価 1,348,150

売上総利益 518,166

販売費及び一般管理費 300,837

営業利益 217,328

営業外収益  

受取利息 389

受取配当金 285

受取賃貸料 1,779

雑収入 2,353

営業外収益合計 4,808

営業外費用  

支払利息 2,964

保険解約損 1,989

雑損失 483

営業外費用合計 5,436

経常利益 216,700

特別損失  

有形固定資産除却損 134

投資有価証券評価損 8,315

特別損失合計 8,449

税引前四半期純利益 208,250

法人税、住民税及び事業税 125,174

法人税等調整額 △35,417

法人税等合計 89,757

四半期純利益 118,493
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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) 

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

減価償却費 75,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,880

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,700

受取利息及び受取配当金 △675

支払利息 2,964

有形固定資産除売却損益（△は益） 134

投資有価証券評価損益（△は益） 8,315

売上債権の増減額（△は増加） △133,543

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,107

仕入債務の増減額（△は減少） △102,098

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,034

その他 49,298

小計 94,805

利息及び配当金の受取額 675

利息の支払額 △3,677

法人税等の支払額 △139,367

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,564

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 △269,543

無形固定資産の取得による支出 △1,943

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,316

投資活動によるキャッシュ・フロー △270,170

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

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

自己株式の取得による支出 △1,005

配当金の支払額 △278,362

財務活動によるキャッシュ・フロー 353,574

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

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 288,327
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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
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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期損益計算書

(単位：百万円)

前年同四半期
(平成20年12月期 第1四半期）

Ⅰ 売上高 1,876

Ⅱ 売上原価 1,349

   売上総利益 526

Ⅲ 販売費及び一般管理費 296

   営業利益 230

Ⅳ 営業外収益 5

Ⅴ 営業外費用 4

   経常利益 232

Ⅵ 特別利益 1

Ⅶ 特別損失 2

   税引前四半期純利益 231

   法人税、住民税及び事業税 94

   法人税等調整額 ―

   四半期純利益 137
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(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前年同四半期
(平成20年12月期第1四半期)

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

 税引前四半期純利益 231

 減価償却費 51

 役員賞与引当金の増減額（△減少額） △ 36

 受取利息及び受取配当金 △0

 支払利息 3

 有形固定資産除売却損益 △0

 投資有価証券評価損 2

 売上債権の増減額（△増加額） △ 62

 棚卸資産の増減額（△増加額） 28

 仕入債務の増減額（△減少額） 5

 未払消費税等の増減額（△減少額） 26

 その他 51

 小計 299

 利息及び配当金の受取額 0

 利息の支払額 △ 4

 法人税等の支払額 △ 216

 営業活動によるキャッシュ・フロー 80

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 △ 57

 有形固定資産の売却による収入 1

 無形固定資産の取得による支出 △ 23

 投資有価証券の取得による支出 △ 202

 投資有価証券の売却による収入 0

 その他 0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 280

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） 480

 長期借入金の返済による支出 △ 80

 配当金の支払額 △ 237

 財務活動によるキャッシュ・フロー 161

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） △ 38

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 434

Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末残高 396
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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。 

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 959,277

一般帳票類 326,887

データプリント及び関連加工 529,594

サプライ商品 50,557

合計 1,866,316
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