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1.  21年12月期の業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 7,000 △8.4 649 △43.4 656 △43.4 354 △36.5

20年12月期 7,642 9.1 1,147 28.0 1,160 26.9 558 18.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 61.16 ― 5.7 7.4 9.3
20年12月期 96.30 ― 9.3 13.3 15.0

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

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 8,916 6,267 70.3 1,081.59
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  6,267百万円 20年12月期  6,161百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 406 △412 30 277
20年12月期 918 △640 △460 252

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― ― ― 48.00 48.00 278 49.8 4.5
21年12月期 ― ― ― 30.00 30.00 173 49.1 2.8

22年12月期 
（予想）

― ― ― 30.00 30.00 43.5

3.  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）

 

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) 重要な会計方針の変更 

〔（注） 詳細は、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  20,273株 20年12月期  16,074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、
実際の業績等は様々な要因により異なる場合があります。 
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当事業年度における我が国経済は、「百年に一度」と言われた米・欧での金融危機の影響を受け

て、急ピッチで回復を見せるアジア諸国や、危機の震源地でありながらも徐々に回復感を強める米国

等とは対照的に、冷え込んだ企業心理が回復せず、その結果設備投資は抑制され、雇用は一段と厳し

さを増して、個人消費は停滞し、物価はデフレ状態となり、加えてドバイショックによる急激な円高

にも翻弄されて、需給両面で厳しい経済状勢が続いたものと考えられます。  

 フォーム印刷業界におきましては、IT・デジタル化の進展により一般フォーム印刷の需要が漸減し

ている中で、製品の価格競争が激しさを増し、一方では諸資材価格の高止まりによる負担増もあり、

厳しい経営環境が続きました。  

 このような情勢の中で、当社は営業部門におきましては、上半期は堅調な売上推移を示しました

が、下半期に入り景気動向に伴なう顧客ニーズの影響を受ける形となり、構造的にマーケットが縮小

してきております旧来のビジネスフォームでは、売上の減少に歯止めがかからず、一方データ処理分

野では、関連サービスを含めて売上がわずかに増加いたしました。  

 製造部門におきましては、データ処理およびその関連分野では、主力のDPP第1センターと新設の

DPP第2センター間の補完関係を整備し、効率的な生産力の拡充を図りました。一方、減少傾向にある

一般ビジネスフォーム印刷への対応として、省力化投資、人員の効率的配置により原価率の低減に努

めました。  

 また、当事業年度から本格適用となりました内部統制での取り組みにつきましては、内部統制委員

会を設け、社内の諸規程類を整備し、そうした諸規則を遵守するための社員教育を繰り返し行いまし

た。  

 以上のとおり、営業・製造・管理各部門においてそれぞれの体質強化策を推進してまいりました

が、売上高7,000百万円（前期比8.4％減）、経常利益656百万円（前期比43.4％減）、当期純利益354

百万円（前期比36.5％減）と、前事業年度に比べ減収・減益を余儀なくされました。  

当印刷業界におきましては、冷え込んだ企業心理が国内では回復せず、雇用悪化、個人消費の停

滞、デフレ化の懸念等経営環境は一段と厳しさを増しております。当社としましてはＤＰＰ第２セン

ターの稼働率上昇に向け、引き続き提案型営業を強化し、今後も需要を見込めるデータ処理分野、特

にバリアブル印刷の新しい顧客ニーズに対応出来る戦略投資と開拓に積極的に取り組み、売上高

7,300百万円、経常利益740百万円、当期純利益400百万円を見込んでおります。 

  

当事業年度末における資産の残高は、8,916百万円（前年同期比166百万円の増加）となりました。

これは、売掛金63百万円、有価証券49百万円及び無形固定資産27百万円が増加したこと等によるもの

であります。 

当事業年度末における負債の残高は、2,649百万円（前年同期比59百万円の増加）となりました。

これは、支払手形及び設備支払手形300百万円、買掛金121百万円、未払金88百万円及び長期借入金73

百万円が減少した一方、短期借入金414百万円及びリース債務265百万円が増加したこと等によるもの

であります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

（次期の見通し）

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債および純資産の状況

（資産）

（負債）
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当事業年度末における純資産の残高は、6,267百万円（前年同期比106百万円の増加）となりまし

た。これは、利益剰余金が76百万円増加したこと等によるものであります。 

  

当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動で得た資金406百万円及び財務活動で得られた資金30

百万円を、投資活動に412百万円使用しました。  

  その結果、当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前年同期に比べ24

百万円増加し、277百万円となりました。  

 当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。  

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は406百万円（前年同期比511百万円の減少）とな

りました。これは主として税引前当期純利益645百万円、減価償却349百万円、仕入債務の減少額207

百万円及び法人税等の支払額317百万円によるものであります。 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は412百万円（前年同期比227百万円の減少）とな

りました。これは主として有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出421百万円、投資有価証

券の取得による支出19百万円及び投資有価証券の売却・償還による収入26百万円によるものでありま

す。 

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は30百万円（前年同期比490百万円の増加）とな

りました。これは主として短期借入金の増加額414百万円、長期借入金の借入れによる収入300百万

円、長期借入金の返済による支出372百万円及び配当金の支払278百万円によるものであります。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注) 1 各指標はいずれも以下の算式により算出しております。 

 
 2 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 3 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

 4 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

（純資産）

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）

平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率 75.6 69.7 67.9 70.4 70.3

時価ベースの自己資本比率 87.3 69.3 62.3 43.0 39.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.0 153.9 112.3 72.6 248.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

218.4 84.1 60.5 58.7 21.5

自己資本比率 ：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い
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当社は、株主の皆様への利益配分については、当期の業績及び今後の事業展開・収益状況並びに企業

体質強化のための内部留保等を十分勘案し、また株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として株主

重視の姿勢で配当を行うことを基本方針としております。 

 上記方針に基づき当期配当につきましては１株につき30円を予定しております。 

 また、次期配当につきましては業績が現時点の見通しで推移した場合30円の配当を実施する予定で

す。  

内部留保資金の使途につきましては、新規事業展開やタイムリーな再投資に充てる考えであります。

  

当社は官公庁、証券、金融、生損保一般事業会社等幅広い業種にわたり多くの顧客との取引を行って

おります。国内景気の変動、消費動向やそれらに伴う顧客サイドのビジネス環境により、受注量の減少

や受注単価の低下等業績に影響が生じる可能性があります。 

  

コンピュータ用事務帳票類等の従来型のビジネスフォーム市場は、デジタル化・ネット化が進むなか

で、縮小傾向にあります。当社の売上高においてデータ出力関連売上高の比率が高まっているとは言え

ビジネスフォームは、まだ主要部分を占めており、その対応を著しく損ねた場合、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

当社主要製品の材料は印刷用紙であります。安定的な量の確保と可能な限りの低価格での仕入に努め

ております。しかしながら、石油価格や海外チップ・パルプ市場動向などにより製紙メーカー等の仕入

価格が上昇し、製造コストの削減で補いきれない場合や、販売価格に転嫁できない場合、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

個人情報の取扱いについては重要な経営課題の一つとして位置づけ、平成14年６月に個人情報保護方

針を制定し、（財）日本情報処理開発協会のプライバシーマーク使用の許諾（いわゆるプライバシーマ

ーク）については改訂された新ＪＩＳ規格に基づき平成20年11月当局より３度目の更新認定を受けてお

ります。 

情報漏洩の可能性は皆無と信じておりますが、想定を超えた条件の中での事故が発生した場合、お客

様から損害賠償請求等の事態がおこる可能性があります。 

 顧客情報の取扱いについては、今後とも設備及びシステム上での安全管理体制と人的管理措置を整備

する等万全を期してまいります。 

  

該当事項はありません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

 投資者の判断に重要な影響を及ぼす主な事項は、以下のようなものがあります。なお下記におけるリ

スク項目は、全てのリスクを網羅したものではありません。また、本文中の将来に関する事項は本書の

発表日現在において判断したものであります。

① 景気動向による影響

② ビジネスフォーム市場変化の影響

③ 原材料の価格変動

④ 情報のセキュリティ

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

光ビジネスフォーム株式会社(3948)平成21年12月期決算短信（非連結）

─　5　─



近の有価証券報告書（平成21年３月27日提出）における「事業の内容」及び「関連会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略します。 

  

創業以来コンピュータの進歩と共に歩んできました当社では、コンピュータ用帳票の企画、設計、製

造、納入までの一貫生産を中心に、システム開発から高速漢字プリンタによるデータ出力、メーリング

サービスに至るまでお客様の多種多様なニーズに 新の設備と技術を駆使し迅速、柔軟にかつ責任をも

って対応してまいりました。私たちが掲げてまいりましたお客様本位の姿勢は、ときに営業展開に、ま

た機械設備にと、情報化社会の高度化とともに進化してまいりました。これからもお客様に 適な製

品、サービスを“光のごとく速やかに”ご提供し、お客様の良きパートナーとしてお役に立てるよう全

社一丸となって努力してまいります。  

当社の強みである顧客ニーズへのきめ細かな対応と、顧客ニーズを先取する複合的な提案力を駆使し

新規ユーザーの開拓と、既存ユーザーへの新たなニーズ発掘拡大に努め売上の増強を図り、また生産面

においては常に原価率の低減と高品質な製品づくりを 大目標とし、効率性の向上を追求しつつ高収益

体質の強固な企業基盤の構築により企業価値の持続的向上をめざしております。 

情報産業に携わる企業として、情報のセキュリティは不可欠であります。ことに当社が重点施策とし

て取り組んでいるデータ出力業務については、個人情報の保護管理は極めて重要な問題と認識し万全の

対処をしております。また世界的な広がりを見せている環境保全管理についても十分認識した生産活動

が重要と考えます。  

 認定取得済のプライバシーマーク、認証取得済のＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１等の改善に取り

組んでいるのもそれらの一環であります。  

 私達は公正で透明性の高い経営により、社会と調和し、信頼される企業として努力を続けてまいりま

す。  

  

企業価値を増大させていくためには、利益を継続的に維持していくことが重要と考えております。そ

のため、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）と売上高経常利益率（ＲＯＳ）を重視しており、資本の効率

的な運用と収益性の向上に努めております。 

 なお、当面といたしましては、ＲＯＥ10％以上、ＲＯＳ13％以上を目標として取組んでおります。当

期のＲＯＥは5.7％、ＲＯＳは9.4％となっております。 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

〔顧客第一主義〕

〔収益力の安定強化〕

〔社会との調和を重視〕

(2) 目標とする経営指標
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ビジネスフォーム印刷市場は、オフィス周りのコンピュータ化、デジタル化の進展により電子帳票シ

ステム、電子商取引の拡大等が加速しており、ビジネスフォームの需要は逓減傾向が続いています。そ

うした潮流の中で、当社が従来より注力してまいりました、データ処理サービス及びその関連業務の本

流化が進行しております。このようなビジネス環境や需要動向をふまえ、当社といたしましては、バリ

アブル印刷等を活かした新たなニーズの創出と提案営業力をさらに強化し、お客様のビジネスパートナ

ーとしての役割を強固なものにしてまいりたいと考えております。企画から始まり発送に至るまで途切

れることのない“製販社内一貫管理”体制を確立し、データ処理業務分野へさらなる傾斜をかけるべ

く、主力のＤＰＰ第１センターと新設のＤＰＰ第２センター間の補完関係を整備しつつ、効率的な生産

能力の拡充を図っております。 

 当社の中長期的な成長のために 新の設備導入によるさらなる生産性の向上、トータル的な効率アッ

プに取組むことで企業価値、株主共同の利益の 大化を目指していきたいと考えております。 

  

今後の日本経済は、新興国中心に海外での景気回復が続く中、輸出の増勢が維持され、かつ子ども手

当支給による家計所得の下支え効果も期待されますが、公共投資の大幅減少とデフレ、個人消費の低迷

により国内需要は盛り上がりに欠け、更には円高への警戒感もあって不透明感の強い景気情勢が続くも

のと考えられます。  

 フォーム印刷業界におきましては、旧来のビジネスフォーム印刷の分野では、今後も需要の減少が見

込まれ、一方、データ処理分野では、情報手段が多様化し変化のスピードも早まっており、こうした需

要構造の変化を見極めながら顧客満足を追求していかねばならず、加えて環境やセキュリティ等を踏ま

えた総合的な品質を確保することが求められ、以前にも増して厳しい経営環境が続くものと考えられま

す。  

 このような情勢の中で、当社は営業面におきましては、多面化して来ている顧客ニーズに対応するた

め、総合的かつ具体的なソリューション提案力のレベルアップに努め、特に将来的にも顧客需要の見込

めるデータ処理分野での顧客層の拡充と売上増強に注力し、当社の第2の柱として揺るぎない地歩を固

めていきたいと考えております。  

 生産面では、全生産拠点での人員・設備の効率的配置や省力化投資により生産機能のレベルアップを

図り、原価率の更なる低減を目指すと共に、従来からのISO活動・プライバシーマーク活動に内部統制

での活動も加えて、社会的にも関心の高い法令遵守やセキュリティ・環境への取り組みといった企業の

社会的責任を果たしつつ、製品の付加価値向上に努めてまいります。  

 株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。  

  

当該事項につきましては、コーポレートガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基

本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりであります。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 252,488 277,348 

受取手形 ※1 201,452 ※1 183,539 

売掛金 870,054 933,955 

有価証券 － 49,102 

製品 264,913 244,257 

原材料 25,142 25,589 

仕掛品 28,091 27,523 

前払費用 18,439 17,909 

立替金 － 96,919 

繰延税金資産 21,894 28,473 

その他 60,198 6,977 

貸倒引当金 △1,466 △1,218 

流動資産合計 1,741,208 1,890,378 

固定資産 

有形固定資産 

建物 3,325,591 3,327,594 

減価償却累計額 △1,439,194 △1,516,333 

建物（純額） 1,886,397 1,811,261 

構築物 21,336 21,336 

減価償却累計額 △18,435 △18,896 

構築物（純額） 2,900 2,439 

機械及び装置 2,256,499 2,320,837 

減価償却累計額 △1,527,829 △1,722,465 

機械及び装置（純額） 728,670 598,372 

車両運搬具 50,383 55,240 

減価償却累計額 △35,058 △37,531 

車両運搬具（純額） 15,324 17,709 

工具、器具及び備品 175,656 179,778 

減価償却累計額 △114,284 △137,270 

工具、器具及び備品（純額） 61,371 42,508 

土地 2,991,825 2,988,553 

リース資産 － 267,871 

減価償却累計額 － △30,192 

リース資産（純額） － 237,678 

有形固定資産合計 5,686,489 5,698,522 

無形固定資産 

借地権 26,179 26,179 

ソフトウエア 34,200 39,732 

電話加入権 6,571 6,571 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

リース資産 － 11,071 

ソフトウエア仮勘定 － 10,500 

無形固定資産合計 66,951 94,054 

投資その他の資産 

投資有価証券 657,157 648,109 

関係会社株式 10,000 10,000 

会員権 17,525 17,485 

保険積立金 303,073 300,939 

敷金及び保証金 33,619 34,993 

破産更生債権等 9,628 6,697 

長期前払費用 10,370 15,192 

繰延税金資産 198,806 184,988 

その他 25,296 22,442 

貸倒引当金 △9,628 △6,910 

投資その他の資産合計 1,255,848 1,233,937 

固定資産合計 7,009,289 7,026,514 

資産合計 8,750,498 8,916,893 

負債の部 

流動負債 

支払手形 337,266 250,340 

設備関係支払手形 ※1 221,160 ※1 7,500 

買掛金 701,173 580,147 

短期借入金 79,035 494,014 

1年内返済予定の長期借入金 297,290 297,806 

リース債務 － 46,506 

未払金 154,143 65,292 

未払費用 104,941 104,724 

未払法人税等 143,092 133,751 

前受金 21,607 20,601 

預り金 46,149 39,994 

賞与引当金 20,289 20,579 

役員賞与引当金 26,200 26,200 

その他 63,357 32,383 

流動負債合計 2,215,704 2,119,843 

固定負債 

長期借入金 290,469 217,063 

リース債務 － 218,516 

役員退職慰労引当金 81,649 93,169 

その他 1,540 490 

固定負債合計 373,658 529,238 

負債合計 2,589,363 2,649,081 

光ビジネスフォーム株式会社(3948)平成21年12月期決算短信（非連結）

─　9　─



  
(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(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 

資本準備金 600,052 600,052 

資本剰余金合計 600,052 600,052 

利益剰余金 

利益準備金 199,572 199,572 

その他利益剰余金 

別途積立金 3,947,000 4,247,000 

繰越利益剰余金 708,604 484,772 

利益剰余金合計 4,855,176 4,931,344 

自己株式 △12,730 △15,389 

株主資本合計 6,240,786 6,314,295 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △79,652 △46,484 

評価・換算差額等合計 △79,652 △46,484 

純資産合計 6,161,134 6,267,811 

負債純資産合計 8,750,498 8,916,893 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 

製品売上高 7,437,599 6,771,579 

商品売上高 204,961 229,002 

売上高合計 7,642,560 7,000,581 

売上原価 

製品期首たな卸高 224,105 264,913 

当期製品製造原価 5,144,403 4,923,462 

当期商品仕入高 144,443 158,793 

合計 5,512,953 5,347,169 

製品期末たな卸高 264,913 244,257 

売上原価合計 5,248,039 5,102,912 

売上総利益 2,394,521 1,897,669 

販売費及び一般管理費 

配送費 93,915 113,065 

貸倒引当金繰入額 3,488 2,803 

役員報酬 74,490 66,240 

給料手当及び賞与 573,563 557,299 

賞与引当金繰入額 6,719 6,288 

役員賞与引当金繰入額 26,200 26,200 

退職給付費用 17,491 27,388 

役員退職慰労引当金繰入額 18,551 11,520 

法定福利費 86,154 79,247 

福利厚生費 15,755 15,961 

旅費及び交通費 52,103 53,223 

減価償却費 30,092 31,165 

租税公課 50,458 34,849 

その他 198,091 222,850 

販売費及び一般管理費合計 1,247,076 1,248,101 

営業利益 1,147,444 649,568 

営業外収益 

受取利息及び配当金 10,026 8,669 

有価証券利息 2,990 3,022 

受取保険金 4,792 3,819 

受取賃貸料 8,932 5,366 

雑収入 6,861 8,314 

営業外収益合計 33,602 29,192 

営業外費用 

支払利息 15,863 18,735 

保険解約損 － 1,989 

損失補償金 3,716 － 

雑損失 600 1,159 

営業外費用合計 20,179 21,884 

経常利益 1,160,867 656,876 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

特別利益 

固定資産売却益 ※1 764 ※1 1,288 

投資有価証券売却益 － 2,037 

損害賠償金 369 － 

保険積立金戻入益 9,581 － 

預託金返還益 3,200 － 

特別利益合計 13,915 3,325 

特別損失 

固定資産除却損 ※2 13,870 ※2 323 

固定資産売却損 ※3 3,585 ※3 17 

投資有価証券評価損 47,790 11,220 

ゴルフ会員権評価損 1,550 40 

貸倒引当金繰入額 18,100 － 

減損損失 ※4 41,150 ※4 3,271 

役員退職慰労金 56,438 － 

特別損失合計 182,485 14,872 

税引前当期純利益 992,297 645,330 

法人税、住民税及び事業税 332,109 306,315 

法人税等調整額 101,729 △15,515 

法人税等合計 433,839 290,799 

当期純利益 558,457 354,531 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 798,288 798,288 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 798,288 798,288 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 600,052 600,052 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 600,052 600,052 

資本剰余金合計 

前期末残高 600,052 600,052 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 600,052 600,052 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 199,572 199,572 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 199,572 199,572 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 3,707,000 3,947,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 240,000 300,000 

当期変動額合計 240,000 300,000 

当期末残高 3,947,000 4,247,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 628,006 708,604 

当期変動額 

剰余金の配当 △237,767 △278,362 

別途積立金の積立 △240,000 △300,000 

当期純利益 558,457 354,531 

自己株式の処分 △92 － 

当期変動額合計 80,597 △223,831 

当期末残高 708,604 484,772 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 4,534,578 4,855,176 

当期変動額 

剰余金の配当 △237,767 △278,362 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 558,457 354,531 

自己株式の処分 △92 － 

当期変動額合計 320,597 76,168 

当期末残高 4,855,176 4,931,344 

自己株式 

前期末残高 △12,826 △12,730 

当期変動額 

自己株式の取得 △620 △2,659 

自己株式の処分 716 － 

当期変動額合計 96 △2,659 

当期末残高 △12,730 △15,389 

株主資本合計 

前期末残高 5,920,092 6,240,786 

当期変動額 

剰余金の配当 △237,767 △278,362 

当期純利益 558,457 354,531 

自己株式の取得 △620 △2,659 

自己株式の処分 623 － 

当期変動額合計 320,694 73,509 

当期末残高 6,240,786 6,314,295 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △24,650 △79,652 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,001 33,167 

当期変動額合計 △55,001 33,167 

当期末残高 △79,652 △46,484 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △24,650 △79,652 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,001 33,167 

当期変動額合計 △55,001 33,167 

当期末残高 △79,652 △46,484 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

純資産合計 

前期末残高 5,895,441 6,161,134 

当期変動額 

剰余金の配当 △237,767 △278,362 

当期純利益 558,457 354,531 

自己株式の取得 △620 △2,659 

自己株式の処分 623 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,001 33,167 

当期変動額合計 265,693 106,676 

当期末残高 6,161,134 6,267,811 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益 992,297 645,330 

減価償却費 257,474 349,838 

減損損失 41,150 3,271 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △177,775 11,520 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,300 － 

受取利息及び受取配当金 △13,016 △11,691 

支払利息 15,863 18,735 

有形固定資産売却損益（△は益） 16,691 △948 

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,037 

投資有価証券評価損益（△は益） 47,790 11,220 

ゴルフ会員権評価損 1,550 40 

売上債権の増減額（△は増加） 88,709 △45,989 

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,430 20,777 

仕入債務の増減額（△は減少） 16,353 △207,951 

未払消費税等の増減額（△は減少） 54,346 △16,142 

その他 48,193 △44,610 

小計 1,333,898 731,362 

利息及び配当金の受取額 13,016 11,691 

利息の支払額 △15,645 △18,961 

法人税等の支払額 △412,680 △317,313 

営業活動によるキャッシュ・フロー 918,589 406,779 

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 － 136 

有形固定資産の取得による支出 △356,386 △409,205 

有形固定資産の売却による収入 4,319 2,620 

無形固定資産の取得による支出 △18,800 △12,697 

投資有価証券の取得による支出 △276,573 △19,975 

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,006 26,524 

その他 3,002 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △640,432 △412,596 

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） 79,035 414,979 

リース債務の返済による支出 － △30,390 

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 △301,500 △372,890 

自己株式の処分による収入 623 － 

自己株式の取得による支出 △620 △2,659 

配当金の支払額 △237,767 △278,362 

財務活動によるキャッシュ・フロー △460,228 30,676 

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） △182,071 24,860 

現金及び現金同等物の期首残高 434,559 252,488 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 252,488 ※ 277,348 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
第41期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品・仕掛品

個別原価法

原材料

移動平均法による原価法

製品・仕掛品

個別原価法（収益の低下による簿価

切下げの方法）

原材料

移動平均法による原価法（収益の低

下による簿価切下げの方法）

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得した有

形固定資産

建物(建物附属設備を除く)のう

ち、平成10年4月1日以後に取得し

たものについては、旧定額法を採

用しております。

上記以外の有形固定資産について

は、旧定率法を採用しておりま

す。

平成19年4月1日以後に取得した有形

固定資産

建物(建物附属設備を除く)につい

ては定額法、建物(建物附属設備

を除く)以外の有形固定資産につ

いては定率法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物 28～50年

構築物 ６～40年

機械及び装置 10年

車両運搬具 ５年

工具器具及び備品 ５～８年

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(2) 無形固定資産

ソフトウェアについては社内にお

ける利用可能期間(５年）による定

額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとする定額法を採用して

おります。
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項目
第41期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討して、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(3) 役員賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

数理計算上の差異については、各

期の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10年)

による定額法に基づく按分額を、そ

れぞれ発生の翌期から費用処理する

こととしております。

また、当事業年度末において年金

資産残高が退職給付債務から未認識

数理計算上の差異を加減した額を超

えているため、当該金額を前払年金

費用として投資その他の資産の「そ

の他」に計上しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

――――

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

(1) 消費税等の会計処理方法

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

項目
第41期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 棚卸資産の評価に関する

会計基準

           ―――― 当事業年度より平成18年７月５日公

表の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 企業会計

基準第９号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

２ リース取引に関する会計

基準等

           ―――― 所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より、「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業

審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適

用し、通常の売買取引に係る会計処理

によっております。  

 なお、リース取引会計基準の改正適

用初年度開始前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。  

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

【表示方法の変更】

第41期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

前事業年度において流動負債の「支払手形」に含めて

表示しておりました「設備支払手形」については、負債

及び純資産の合計額の100分の1超となったため、当事業

年度より区分掲記することといたしました。なお、前事

業年度末における「設備支払手形」は57,454千円であり

ます。

前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「立替金」については、総資産額の

100分の1超となったため、当事業年度より区分掲記する

ことといたしました。なお、前事業年度末における「立

替金」は53,737千円であります。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第41期 
(平成20年12月31日現在)

第42期
(平成21年12月31日現在)

※１ 決算期末日満期手形の会計処理

決算期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、当決算期末

日が金融機関の休日であったため、次の決算期末

日満期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 34,065千円

設備支払手形 36,000千円

※１ 決算期末日満期手形の会計処理

決算期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、当決算期末

日が金融機関の休日であったため、次の決算期末

日満期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 23,698千円

設備支払手形 2,500千円
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(損益計算書関係)

第41期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

※１ 固定資産売却益のうち主なものは次のとおりであ

ります。

車両運搬具 764 千円
 

※１ 固定資産売却益のうち主なものは次のとおりであ

ります。

車両運搬具 1,288 千円

 

※２ 固定資産除却損のうち主なものは次のとおりであ

ります。

建物 2,122 千円

機械及び装置 11,519 千円

車両運搬具 185 千円

工具器具備品 43 千円

合計 13,870 千円

 

※２ 固定資産除却損のうち主なものは次のとおりであ

ります。

車両運搬具 299 千円

工具器具備品 24 千円

合計 323 千円

 

※３ 固定資産売却損のうち主なものは次のとおりであ

ります。

土地 1,302 千円

建物 2,282 千円

合計 3,585 千円

 

※３ 固定資産売却損のうち主なものは次のとおりであ

ります。

車両運搬具 17 千円

 

 

※４ 当社は、固定資産の減損に係る会計基準の適用に

あたって、下記の資産について減損損失を計上し

ました。

用途 種類 場所 金額

遊休資産 建物・土地
東京都 
八王子市

23,697 千円

遊休資産 建物・土地 山梨県笛吹市 2,130 千円

遊休資産 土地
山梨県南都留
郡山中湖村

9,187 千円

遊休資産 土地
静岡県 
裾野市

6,133 千円

（経緯） 
 遊休資産につきましては現在未使用となって
いるため、それぞれについて帳簿価額を回収可
能価額まで減損し、当該減少額を減損損失
（41,150千円）として特別損失に計上しまし
た。
（減損損失の内訳）

建物 12,098 千円

土地 29,051 千円

計 41,150 千円

（グルーピングの方法） 
 当社の工場設備については、印刷関連事業の
みを営んでおり、営業業務関連資産は密接不可
分な関係であって、全ての資産が一体となって
キャッシュ・フローを生成していることから、
全体を1つの資産グループとしております。賃貸
資産及び遊休資産については、物件ごとで資産
のグルーピングを行っております。本社におい
ては、工場及び営業業務関連資産の共用資産と
しております。
（回収可能価額の算定方法等） 
 遊休資産の回収可能価額は正味売却価額によ
り算出しており、固定資産税評価額を基礎とし
ております。

 

 

※４ 当社は、固定資産の減損に係る会計基準の適用に

あたって、下記の資産について減損損失を計上し

ました。

用途 種類 場所 金額

遊休資産 土地
山梨県 
笛吹市

2,877 千円

遊休資産 土地
静岡県 
裾野市

394 千円

（経緯）
 遊休資産につきましては現在未使用となって
いるため、それぞれについて帳簿価額を回収可
能価額まで減損し、当該減少額を減損損失
（3,271千円）として特別損失に計上しました。
（減損損失の内訳）

土地 3,271 千円

計 3,271 千円

（グルーピングの方法） 
 当社の工場設備については、印刷関連事業の
みを営んでおり、営業業務関連資産は密接不可
分な関係であって、全ての資産が一体となって
キャッシュ・フローを生成していることから、
全体を1つの資産グループとしております。賃貸
資産及び遊休資産については、物件ごとで資産
のグルーピングを行っております。本社におい
ては、工場及び営業業務関連資産の共用資産と
しております。
（回収可能価額の算定方法等） 
 遊休資産の回収可能価額は正味売却価額によ
り算出しており、固定資産税評価額を基礎とし
ております。
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（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加880株 

  単元未満株式の売渡しによる減少900株 
  

 
  

 
  

   
  

   
（変動事由の概要） 

 増減数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加4,199株 
  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

第41期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,815,294 ─ ─ 5,815,294

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 16,094 880 900 16,074

３ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月28日 
定時株主総会

普通株式 237,767 41.00 平成19年12月31日 平成20年３月31日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年３月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 278,362 48.00 平成20年12月31日 平成21年３月30日

第42期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,815,294 ─ ─ 5,815,294

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 16,074 4,199 ― 20,273

３ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年３月27日 
定時株主総会

普通株式 278,362 48.00 平成20年12月31日 平成21年３月30日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年３月30日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 173,850 30.00 平成21年12月31日 平成22年３月31日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

第41期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成20年12月31日現在)

現金及び預金勘定 252,488千円

現金及び現金同等物 252,488千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成21年12月31日現在)

現金及び預金勘定 277,348千円

現金及び現金同等物 277,348千円

※２        ―――― ※２ 重要な非資金取引

当期に計上したファイナンス・リース取引に係る

資産及び負債の額は、それぞれ280,000千円及び

295,413千円であります。

(リース取引関係)

第41期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額 
 相当額 
 (千円)

減価償却 
 累計額 
 相当額 
 (千円)

期末残高
 相当額 
 (千円)

機械及び装置 691,720 276,984 414,735

工具器具 
 及び備品

17,900 11,634 6,265

ソフトウェア 40,000 27,777 12,222

合計 749,620 316,397 433,222

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械及び装置 689,650 391,157 298,492

工具器具
及び備品

17,900 15,214 2,685

ソフトウェア 40,000 34,444 5,555

合計 747,550 440,816 306,733

2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 125,378千円

１年超 323,324千円

合計 448,702千円

2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 126,644千円

１年超 196,612千円

合計 323,256千円

3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(1) 支払リース料 139,040千円

(2) 減価償却費相当額 126,185千円

(3) 支払利息相当額 16,782千円

3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(1) 支払リース料 138,388千円

(2) 減価償却費相当額 125,188千円

(3) 支払利息相当額 13,037千円

4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

5) 利息相当額の算定方法

同左

           ―――― ２．ファイナンス・リース取引

1) リース資産の内容

 ・有形固定資産……印刷事業における生産設備（機械

及び装置）であります。

 ・無形固定資産……印刷事業における生産設備用ソフ

トウェアであります。
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(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて40,666千円減損処理を行っております。な

お、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

  

  

 
  

 
  

  

第41期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

           ―――― 2) リース資産の減価償却方法
リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとし

て算定する方法によっております。

(有価証券関係)

第41期(平成20年12月31日現在)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1) 株式 52,878 66,675 13,797

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 52,878 66,675 13,797

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1) 株式 460,043 328,244 △131,799

(2) 債券 20,000 18,400 △1,600

(3) その他 108,468 93,772 △14,696

小計 588,512 440,417 △148,095

合計 641,391 507,093 △134,297

２ 時価評価されていない有価証券

(1) その他有価証券

内容 貸借対照表計上額(千円)

①非上場株式 100,060

②非上場社債 50,003

合計 150,064

(２) 関係会社株式

内容 貸借対照表計上額(千円)

子会社株式 10,000

合計 10,000

３ その他有価証券のうち満期があるものの貸借対照表日後における償還予定額

区分 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円)

①債券

 国債・地方債等 ― ― ― ―

 社債 ― ― 18,400 50,003

 その他 ― ― ― ―

②その他 ― 44,480 ― ―

合計 ― 44,480 18,400 50,003
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(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて2,905千円減損処理を行っております。な

お、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

  

  

 
  

  

 
  

 
  

  

 
  

第42期(平成21年12月31日現在)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1) 株式 16,506 20,629 4,122

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 57,729 65,670 7,940

小計 74,236 86,299 12,063

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1) 株式 493,510 410,100 △83,410

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 66,090 59,062 △7,028

小計 559,601 469,162 △90,438

合計 633,837 555,462 △78,375

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

22,037 2,037 ―

３ 時価評価されていない有価証券

(1) その他有価証券

内容 貸借対照表計上額(千円)

①非上場株式 91,745

②非上場社債 50,003

合計 141,749

(２) 関係会社株式

内容 貸借対照表計上額(千円)

子会社株式 10,000

合計 10,000

４ その他有価証券のうち満期があるものの貸借対照表日後における償還予定額

区分 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円)

①債券

 国債・地方債等 ― ― ― ―

 社債 ― ― ― 50,003

 その他 ― ― ― ―

②その他 49,102 ― ― ―

合計 49,102 ― ― 50,003

光ビジネスフォーム株式会社(3948)平成21年12月期決算短信（非連結）

─　25　─



当社はデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

第42期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

当社はデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

  

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 上記取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２  顧問料は顧問契約等を勘案し、両者協議のうえ社会通念上妥当額を決定しております。 

  

該当する重要な事項はありません。 

 当事業年度から平成18年10月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

第41期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

(持分法投資損益等)

第41期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

第42期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

(関連当事者情報)

第41期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 浜中善彦 ― ―
当社監査役
顧問弁護士

― ― ― 顧問料
（注1）

1,200
（注2）

― ―

第42期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

（追加情報）
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(税効果会計関係)

第41期 
(平成20年12月31日現在)

第42期
(平成21年12月31日現在)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 12,095千円

会員権評価損 71,003千円

役員退職慰労引当金 33,223千円

投資有価証券評価損 16,491千円

その他有価証券評価差額金 54,645千円

減損損失 29,868千円

貸倒引当金 3,365千円

賞与引当金 8,255千円

その他 2,025千円

繰延税金資産合計 230,973千円

繰延税金負債

前払年金費用 △10,272千円

繰延税金負債合計 △10,272千円

繰延税金資産の純額 220,701千円

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 10,935千円

会員権評価損 66,340千円

役員退職慰労引当金 37,910千円

投資有価証券評価損 19,874千円

その他有価証券評価差額金 32,900千円

減損損失 30,196千円

貸倒引当金 3,093千円

賞与引当金 8,373千円

未払賞与 7,621千円

その他 6,335千円

繰延税金資産合計 223,582千円

繰延税金負債

前払年金費用 △9,111千円

その他有価証券評価差額金 △1,009千円

繰延税金負債合計 △10,120千円

繰延税金資産の純額 213,462千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

0.7％

役員賞与引当金 1.1％

住民税均等割 1.3％

その他 △0.1％

税効果会計適用後 
法人税等の負担率

43.7％

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

2.4％

住民税均等割 2.0％

その他 △0.1％

税効果会計適用後
法人税等の負担率

45.0％
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当社は確定給付型の制度として、一般従業員に対して適格退職年金制度を設けております。また、従

業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

  

 
  

 
  

 
  

(退職給付関係)

第41期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年12月31日現在)

千円

 退職給付債務 △738,851

 年金資産 643,547

 未積立退職給付債務 △95,303

 未認識数理計算上の差異 120,550

 前払年金費用 25,246

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

千円

 勤務費用 46,925

 利息費用 14,296

 期待運用収益 △15,054

 数理計算上の差異の費用処理額 3,382

 退職給付費用 49,550

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.0％

数理計算上の差異の処理年数 10年
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当社は確定給付型の制度として、一般従業員に対して適格退職年金制度を設けております。また、従

業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

  

 
  

 
  

 
  

第42期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年12月31日現在)

千円

 退職給付債務 △810,759

 年金資産 741,054

 未積立退職給付債務 △69,704

 未認識数理計算上の差異 92,097

 前払年金費用 22,392

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

千円

 勤務費用 47,532

 利息費用 14,777

 期待運用収益 ―

 数理計算上の差異の費用処理額 19,445

 退職給付費用 81,755

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.8％

期待運用収益率 0.0％

数理計算上の差異の処理年数 10年
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当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。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

(ストック・オプション等関係)

第41期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

第42期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

(企業結合等関係)

第41期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

第42期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

(１株当たり情報)

第41期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 
１株当たり純資産額 1,062円41銭 １株当たり純資産額 1,081円59銭

 
１株当たり当期純利益 96円30銭 １株当たり当期純利益 61円16銭

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円―銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円―銭

第41期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第42期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当期純利益(千円) 558,457 354,531

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 558,457 354,531

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,799 5,797

(重要な後発事象)

第41期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

第42期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)
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5. 受注及び販売状況

 (1) 期中受注高及び受注残高

（金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

期  別 前期（第41期） 当期（第42期）

受注高増減率
自 平成20年 1月 1日 自 平成21年 1月 1日

至 平成20年12月31日 至 平成21年12月31日

区  分 受注高 受注残高 受注高 受注残高

％

ビジネスフォーム 3,932,211 328,495 3,488,403 353,771 △11.3

一般帳票類 1,484,142 7,826 1,254,974 25,816 △15.4

データプリント 2,027,307 23,078 2,112,895 64,506 4.2

  及び関連加工

計 7,443,660 359,399 6,856,272 444,093 △7.9

 (2) 部門別売上高明細

（金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

期  別 前期（第41期） 当期（第42期）

増減率
自 平成20年 1月 1日 自 平成21年 1月 1日

至 平成20年12月31日 至 平成21年12月31日

区  分 売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％ ％

ビジネスフォーム 3,947,828 51.6 3,463,127 49.4 △12.3

一般帳票類 1,479,970 19.4 1,236,984 17.7 △16.4

データプリント 2,009,800 26.3 2,071,467 29.6 3.1

  及び関連加工

サプライ製品 204,961 2.7 229,002 3.3 11.7

計 7,642,560 100.0 7,000,581 100.0 △8.4

6. 役員の異動

該当事項はありません。
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