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1.  平成23年12月期第1四半期の業績（平成23年1月1日～平成23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 ％

23年12月期第1四半期 1,669 △3.1 △32 ― △38 ― △65 ―
22年12月期第1四半期 1,722 △7.7 76 △64.8 74 △65.5 43 △62.9

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

23年12月期第1四半期 △11.38 ―
22年12月期第1四半期 7.58 ―

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

23年12月期第1四半期 8,520 6,032 70.8 1,041.64
22年12月期 8,679 6,196 71.4 1,069.86

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  6,032百万円 22年12月期  6,196百万円

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

22年12月期 ― ― ― 15.00 15.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
― ― 15.00 15.00

3.  平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

3,650 2.5 210 △21.0 210 △22.2 100 △29.9 17.27

通期 7,000 2.5 400 5.1 400 5.5 200 99.7 34.53



(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.2「その他」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） 23年12月期1Q 5,815,294株 22年12月期  5,815,294株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  24,431株 22年12月期  23,826株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 5,791,202株 22年12月期1Q 5,795,083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は終了しておりますが、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の対象外であります。 

※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、四半期決算短信【添付資料】１ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間における我が国経済は、ユーロ圏での財政・金融危機に端を発した急激な円高に起因する

景気の不透明感が見られるものの、一部においては改善の兆しが見え始め、緩やかな回復基調にありました。しか

しながら、３月に発生しました東日本大震災の余波で国内経済に与える影響は計り知れないものがあり、先行きの

経済情勢を見極めることがさらに厳しい状況となっております。 

 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するなか

で、この不況の影響を全面的に受けることとなり、結果として製品の価格競争が今まで以上に激しさを増す等、厳

しい経営環境が続きました。 

 この様な情勢の中での結果、売上高1,669百万円（前年同四半期比3.1％減）、営業損失32百万円（前年同四半期

は営業利益76百万円）、経常損失38百万円（前年同四半期は経常利益74百万円）、四半期純損失65百万円（前年同

四半期は四半期純利益43百万円）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829百万円（前年同四半期比9.3％減）、一般帳票類284百万

円（前年同四半期比9.7％減）、データプリント及び関連加工523百万円（前年同四半期比19.8％増）、サプライ商

品32百万円（前年同四半期比42.6％減）となっております。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 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159百万円減少し、8,520百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が63百万円減少し1,806百万円、固定資産が95百万円減少し6,714百万円となり

ました。また、負債の部においては、流動負債が53百万円増加し1,974百万円、固定負債が48百万円減少し513百万

円となりました。この結果、純資産の部においては、164百万円減少し6,032百万円となり、自己資本比率が70.8％

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

9百万円増加し、329百万円となりました。  

 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119百万円（前年同四半期は49百万円の獲得）となりました。これは主として税

引前四半期純損失66百万円、減価償却費76百万円、たな卸資産の減少額60百万円及び仕入債務の減少額50百万円に

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5百万円（前年同四半期は47百万円の使用）となりました。これは主として投資

有価証券の売却及び償還による収入18百万円、有形固定資産の取得による支出12百万円及び投資有価証券の取得に

よる支出15百万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105百万円（前年同四半期は21百万円の獲得）となりました。これは主として短

期借入金の純増加額73百万円及び長期借入金の返済による支出75百万円及び配当金の支払額86百万円によるもので

あります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年２月10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。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

光ビジネスフォーム㈱（3948）平成23年12月期第１四半期決算短信（非連結）

―　1　―



（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これにより、営業損失、経常損失がそれぞれ239千円増加し、税引前四半期純損失が8,828千円増加しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は22,661千円であります。 

   

（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。 

   

２．その他の情報
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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）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 329,183 319,845

受取手形及び売掛金 1,095,456 1,107,538

製品 199,536 263,465

原材料 34,159 26,182

仕掛品 17,697 22,001

繰延税金資産 41,143 13,742

その他 95,464 120,451

貸倒引当金 △6,394 △3,609

流動資産合計 1,806,247 1,869,618

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,679,193 1,686,353

機械及び装置（純額） 440,305 469,057

土地 2,950,258 2,953,720

その他（純額） 333,047 344,390

有形固定資産合計 5,402,805 5,453,521

無形固定資産 136,819 140,353

投資その他の資産   

投資有価証券 615,992 663,479

保険積立金 313,519 315,699

繰延税金資産 45,105 42,579

その他 209,377 200,295

貸倒引当金 △9,476 △6,122

投資その他の資産合計 1,174,519 1,215,930

固定資産合計 6,714,144 6,809,806

資産合計 8,520,391 8,679,424

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 805,419 858,519

短期借入金 784,166 725,133

未払法人税等 23,224 7,803

賞与引当金 78,484 17,955

その他 283,677 311,626

流動負債合計 1,974,971 1,921,037

固定負債   

長期借入金 122,300 182,410

役員退職慰労引当金 107,001 104,089

資産除去債務 22,778 －

その他 261,319 275,837

固定負債合計 513,399 562,336

負債合計 2,488,371 2,483,374
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 4,704,873 4,857,651

自己株式 △17,303 △17,094

株主資本合計 6,085,910 6,238,897

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △53,890 △42,847

評価・換算差額等合計 △53,890 △42,847

純資産合計 6,032,020 6,196,050

負債純資産合計 8,520,391 8,679,424
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,722,383 1,669,267

売上原価 1,330,501 1,403,290

売上総利益 391,881 265,977

販売費及び一般管理費 315,393 298,564

営業利益又は営業損失（△） 76,488 △32,587

営業外収益   

受取利息 396 192

受取配当金 221 221

受取保険金 30 －

受取賃貸料 936 360

雑収入 1,472 1,470

営業外収益合計 3,057 2,245

営業外費用   

支払利息 4,866 4,857

保険解約損 － 2,248

雑損失 － 997

営業外費用合計 4,866 8,104

経常利益又は経常損失（△） 74,679 △38,446

特別利益   

固定資産売却益 － 5,200

有価証券償還益 1,989 －

投資有価証券売却益 － 912

保険積立金戻入益 10,278 －

特別利益合計 12,267 6,113

特別損失   

固定資産除却損 － 12

固定資産売却損 24 －

投資有価証券評価損 4,800 25,779

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,589

特別損失合計 4,824 34,381

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 82,122 △66,714

法人税、住民税及び事業税 53,089 20,751

法人税等調整額 △14,888 △21,560

法人税等合計 38,201 △808

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,921 △65,905
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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又は税引前四半期純損失
（△）

82,122 △66,714

減価償却費 77,324 76,513

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,589

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） 2,896 2,911

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,700 △18,500

受取利息及び受取配当金 △618 △414

支払利息 4,866 4,857

有形固定資産除売却損益（△は益） 24 △5,188

投資有価証券売却損益（△は益） － △912

投資有価証券評価損益（△は益） 4,800 25,779

売上債権の増減額（△は増加） △19,828 12,082

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,732 60,255

仕入債務の増減額（△は減少） 14,904 △50,620

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,542 6,566

その他 29,375 71,645

小計 178,451 126,852

利息及び配当金の受取額 618 414

利息の支払額 △5,108 △4,780

法人税等の支払額 △124,576 △2,594

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,384 119,891

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 △16,789 △12,994

有形固定資産の売却による収入 10 7,677

無形固定資産の取得による支出 △27,047 △3,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,168 18,257

投資有価証券の取得による支出 △4,800 △15,048

その他 － 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,185 △5,073

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） 309,308 73,933

リース債務の返済による支出 △11,548 △17,321

長期借入金の返済による支出 △102,005 △75,011

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 － △209

配当金の支払額 △173,850 △86,872

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,964 △105,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,163 9,337

現金及び現金同等物の期首残高 277,348 319,845

現金及び現金同等物の四半期末残高 301,511 329,183
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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１四半期会計期間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。  

 （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

製品区分 
当第１四半期会計期間 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

前年同四半期比（％） 

ビジネスフォーム（千円）    829,559    90.7

一般帳票類（千円）    284,294    90.3

データプリント及び関連加工（千円）    523,034    119.8

サプライ商品（千円）    32,379    57.4

合計（千円）    1,669,267    96.9
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