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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年9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 ％

22年12月期第3四半期 5,203 △4.3 348 △44.2 348 △44.9 86 △75.7
21年12月期第3四半期 5,435 △7.0 624 △36.7 632 △36.4 354 △33.0

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

22年12月期第3四半期 14.87 ―
21年12月期第3四半期 61.22 ―

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3四半期 8,720 6,164 70.7 1,064.09
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3四半期  6,164百万円 21年12月期  6,267百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

21年12月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年12月期 ― ― ―
22年12月期 

（予想）
15.00 15.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 6,800 △2.9 380 △41.5 380 △42.2 110 △69.0 18.98



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.1「その他の情報」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  22,350株 21年12月期  20,273株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 5,794,566株 21年12月期3Q 5,797,553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報告書の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報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間における我が国経済は、中国やインドなどアジア諸国を中心とした新興国を背景に、一部

において回復の兆しが見られるものの、欧州の信用不安や米国の経済減速による円高、国内における厳しい雇用環

境や個人消費の低迷など、依然として先行き不透明な状況で推移しました。  

 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減

少している中で、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1,641百万円（前年同四半期比3.8％増）、営業利益82百万円（同55.5％

増）、経常利益78百万円（同43.9％増）、四半期純損失56百万円（前年同四半期は四半期純利益25百万円）となり

ました。なお、当第３四半期会計期間において四半期純損失となった要因は、繰延税金資産の回収可能性を見直し

た結果、繰延税金資産を119百万円取崩し、法人税等調整額に計上したことによるものであります。 

 また、売上状況につきましては、ビジネスフォーム758百万円、一般帳票類272百万円、データプリント及び関連

加工560百万円、サプライ商品49百万円となっております。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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196百万円減少し、8,720百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が8百万円減少し1,882百万円、固定資産が188百万円減少し6,838百万円となり

ました。また、負債の部においては、流動負債が183百万円減少し1,935百万円、固定負債が91百万円増加し620百

万円となりました。この結果、純資産の部においては、103百万円減少し6,164百万円となり、自己資本比率が

70.7％となりました。なお、当第３四半期会計期間において、繰延税金資産（固定資産）を119百万円取崩してお

ります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の業績予想につきまして、当第３四半期累計期間の進捗を勘案し、見直しを行った結果、平成22

年２月12日に「平成21年12月期 決算短信（非連結）」で公表いたしました平成22年12月期の通期の業績予想を修

正しております。 

 なお、詳細につきましては、平成22年11月４日に公表しました「繰延税金資産の取崩し及び業績予想の修正並び

に期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

棚卸資産の評価方法 

 当第３四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、第２四半期会計期間末の実施棚卸高を

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

 第２四半期会計期間において、従来は有形固定資産に含めていた「建物」及び「土地」の一部について、保有目

的を変更したため、投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資不動産」へ振り替えております。なお、「投

資不動産」に振り替えた「建物（純額）」は39,947千円（取得原価114,490千円）、「土地」は29,013千円であり

ます。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報

光ビジネスフォーム㈱（3948）平成22年12月期第３四半期決算短信（非連結）

―　1　―



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年９月30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 262,876 277,348

受取手形及び売掛金 1,146,624 1,117,495

有価証券 － 49,102

製品 245,814 244,257

原材料 30,431 25,589

仕掛品 41,925 27,523

繰延税金資産 40,087 28,473

その他 118,595 121,807

貸倒引当金 △3,987 △1,218

流動資産合計 1,882,368 1,890,378

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,704,435 1,811,261

機械及び装置（純額） 508,053 598,372

土地 2,955,054 2,988,553

その他（純額） 344,829 300,334

有形固定資産合計 5,512,372 5,698,522

無形固定資産 144,325 94,054

投資その他の資産   

投資有価証券 627,313 648,109

保険積立金 314,038 300,939

繰延税金資産 56,620 184,988

その他 194,484 106,809

貸倒引当金 △11,134 △6,910

投資その他の資産合計 1,181,322 1,233,937

固定資産合計 6,838,020 7,026,514

資産合計 8,720,388 8,916,893
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年９月30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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 886,262 837,987

短期借入金 687,836 791,820

未払法人税等 16,930 133,751

賞与引当金 79,873 20,579

その他 265,026 335,703

流動負債合計 1,935,930 2,119,843

固定負債   

長期借入金 244,560 217,063

役員退職慰労引当金 101,209 93,169

その他 274,503 219,006

固定負債合計 620,273 529,238

負債合計 2,556,204 2,649,081

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 4,843,621 4,931,344

自己株式 △16,494 △15,389

株主資本合計 6,225,467 6,314,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61,282 △46,484

評価・換算差額等合計 △61,282 △46,484

純資産合計 6,164,184 6,267,811

負債純資産合計 8,720,388 8,916,893
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,435,846 5,203,872

売上原価 3,879,712 3,944,508

売上総利益 1,556,133 1,259,364

販売費及び一般管理費 931,939 910,761

営業利益 624,194 348,603

営業外収益   

受取利息 1,120 646

受取配当金 6,607 7,212

受取保険金 2,784 3,984

受取賃貸料 4,369 2,161

雑収入 6,526 4,632

営業外収益合計 21,408 18,637

営業外費用   

支払利息 10,064 15,431

保険解約損 1,989 －

雑損失 1,159 3,518

営業外費用合計 13,213 18,949

経常利益 632,388 348,291

特別利益   

固定資産売却益 1,288 －

有価証券償還益 － 2,664

投資有価証券売却益 2,037 －

預託金返還益 － 7,843

保険積立金戻入益 － 10,278

補助金収入 － 18,813

特別利益合計 3,325 39,599

特別損失   

固定資産除却損 263 258

固定資産売却損 － 3,113

投資有価証券評価損 － 4,800

減損損失 394 －

特別損失合計 657 8,172

税引前四半期純利益 635,057 379,718

法人税、住民税及び事業税 332,861 162,693

法人税等調整額 △52,755 130,881

法人税等合計 280,105 293,575

四半期純利益 354,951 86,143
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,580,651 1,641,172

売上原価 1,223,109 1,260,490

売上総利益 357,541 380,682

販売費及び一般管理費 304,232 297,785

営業利益 53,309 82,896

営業外収益   

受取利息 548 56

受取配当金 34 34

受取保険金 758 621

受取賃貸料 1,295 612

雑収入 1,609 1,592

営業外収益合計 4,245 2,915

営業外費用   

支払利息 3,184 5,382

雑損失 － 2,170

営業外費用合計 3,184 7,553

経常利益 54,370 78,259

特別利益   

投資有価証券売却益 2,037 －

投資有価証券評価損戻入益 － 25,343

補助金収入 － 18,813

特別利益合計 2,037 44,156

特別損失   

固定資産除却損 128 156

固定資産売却損 － 3,089

特別損失合計 128 3,245

税引前四半期純利益 56,278 119,170

法人税、住民税及び事業税 53,112 75,751

法人税等調整額 △22,790 99,857

法人税等合計 30,322 175,608

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,956 △56,437
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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 635,057 379,718

減価償却費 236,418 245,552

減損損失 394 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,640 8,040

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,550 △6,550

受取利息及び受取配当金 △7,728 △7,859

支払利息 10,064 15,431

有形固定資産除売却損益（△は益） △1,025 3,372

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） － 4,800

有価証券償還損益（△は益） － △2,664

補助金収入 － △18,813

売上債権の増減額（△は増加） 46,244 △29,129

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,002 △20,801

仕入債務の増減額（△は減少） △206,660 52,599

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,561 △3,233

その他 49,452 △18,094

小計 750,712 602,367

利息及び配当金の受取額 7,728 7,859

利息の支払額 △10,414 △15,596

法人税等の支払額 △316,870 △272,918

営業活動によるキャッシュ・フロー 431,155 321,712

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 △382,596 △46,513

有形固定資産の売却による収入 2,600 15,700

無形固定資産の取得による支出 △8,277 △62,310

投資有価証券の取得による支出 △19,975 △14,219

有価証券の売却及び償還による収入 － 49,286

投資有価証券の売却及び償還による収入 25,533 3,770

その他 － 8,008

投資活動によるキャッシュ・フロー △382,715 △46,278

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） 184,499 △100,481

長期借入れによる収入 300,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △282,085 △276,005

自己株式の取得による支出 △1,331 △1,180

配当金の支払額 △278,362 △173,850

リース債務の返済による支出 － △38,447

自己株式の処分による収入 － 60

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,279 △289,905

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） △28,839 △14,471

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 223,648 262,876
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

販売実績  

当第３四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

４．補足情報

事業部門別の名称 
当第３四半期会計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

ビジネスフォーム（千円）    758,431    94.0

一般帳票類（千円）    272,441    96.9

データプリント及び関連加工 

（千円） 
   560,450    128.2

サプライ商品（千円）    49,849    90.4

合計（千円）    1,641,172    103.8
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