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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月

売上高 (千円) 6,371,762 6,201,472 6,270,263 6,305,446 6,667,447

経常利益 (千円) 782,842 681,970 719,802 780,228 885,376

当期純利益 (千円) 373,067 294,790 363,865 409,875 485,298

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 798,288 798,288 798,288 798,288 798,288

発行済株式総数 (株) 5,815,294 5,815,294 5,815,294 5,815,294 5,815,294

純資産額 (千円) 4,310,815 4,508,444 4,792,057 5,082,664 5,427,593

総資産額 (千円) 7,896,567 7,822,888 7,647,404 7,388,360 7,175,169

１株当たり純資産額 (円) 742.16 776.38 821.72 870.93 930.56

１株当たり配当額 
(内１株当たり中間 
配当額) 

(円) 

(円) 

15.00 

(―)

15.00

(―)

20.00

(―)

25.00 

(―)

27.00

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 64.22 50.76 58.90 65.81 78.63

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 54.6 57.7 62.7 68.8 75.6

自己資本利益率 (％) 8.7 6.5 7.6 8.1 9.2

株価収益率 (倍) 6.8 7.6 6.9 10.6 13.7

配当性向 (％) 23.4 29.5 34.0 38.0 34.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 838,754 454,153 779,130 721,399 832,026

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △61,691 △232,360 △160,712 △154,235 △94,237

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △835,205 △281,634 △695,853 △524,438 △833,516

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 396,706 336,864 259,429 302,154 206,427

従業員数 
（ほか、平均臨時 
雇用者数） 

(名) 
261 
  

269
  

275
  

269 
(35) 

272
(39)



(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので「最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については、記載

しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第34期は新株引受権付社債及び転換社債がないため、また第35期から第38期は

新株予約権及び新株予約権付社債等の潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

５ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

６ 第36期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

７ 平均臨時雇用者数は、第37期から重要性が増したため、記載しております。 

     



２ 【沿革】 

  

年月 概要

昭和43年２月 
  

ビジネスフォームの製造販売を目的として、光ビジネス・フォーム株式会社を東京都日野市日野
に設立し、日野工場を同所に開設。 

昭和44年10月 営業活動上、都心市場に近い東京都杉並区阿佐ヶ谷に営業所、阿佐ヶ谷工場を新設。 

昭和46年６月 都下の営業拠点として、東京都日野市日野に多摩営業所を分離開設。

昭和46年11月 
  

製版部門の㈱ヒカリコンピューティングサービス(H.C.S.)を日野工場内に別会社として設立し、
製造販売を開始。 

昭和47年６月 
  

日野工場、阿佐ヶ谷工場が手狭となったため東京都八王子市北野に八王子工場を新設。日野工場
の一部を移設、阿佐ヶ谷工場の一部を日野工場に移設。 

昭和47年12月 更に都心の営業活動を強化するため、東京都中央区京橋に営業部を阿佐ヶ谷より移転開設。 

昭和51年12月 
  

工場拡張のため東京都八王子市東浅川町に本社、多摩営業所及び日野、八王子工場、H.C.S.の一
部を移転し高尾工場を新設。 

昭和53年４月 東京都新宿区西新宿に新宿営業所を新設し、販売活動を開始。

昭和53年７月 山梨県甲府市丸の内に甲府支社を新設し、販売活動を開始。

昭和54年１月 神奈川県横浜市中区尾上町に横浜営業所を新設し、販売活動を開始。

昭和54年12月 千葉県千葉市富士見に千葉営業所を新設し、販売活動を開始。

昭和56年６月 
  

山梨県東八代郡石和町に山梨ヒカリビジネス㈱を発足、ビジネスフォームの製造販売を開始。甲
府支社閉鎖。 

昭和56年６月 東京都目黒区下目黒に目黒営業所を新設し、販売活動を開始。

昭和56年８月 
  

加工部門のヒカリプロセッシング㈱(H.P.C.)を別会社として高尾工場内に設立し、ビジネスフォ
ームの製本加工の製造販売を開始。 

昭和56年10月 埼玉県浦和市高砂に浦和営業所(現さいたま営業所)を新設し、販売活動を開始。 

昭和59年３月 千葉県野田市七光台に東部物流センター及び野田営業所を新設し、販売活動を開始。 

昭和59年９月 東京都豊島区東池袋に池袋営業所を新設し、販売活動を開始。

昭和59年10月 東京都港区赤坂に赤坂営業所を新設し、販売活動を開始。

昭和59年11月 千葉県野田市七光台に野田工場を新設し、ビジネスフォームの製造販売を開始。 

昭和60年５月 大阪市阿倍野区旭町に大阪支店を新設し、販売活動を開始。

昭和60年10月 中央区京橋より中央区日本橋小舟町へ営業所移転。

昭和61年９月 H.C.S.及びH.P.C.を吸収合併。 

昭和62年10月 赤坂営業所を東京都港区新橋に移転し新橋営業所と改称。

昭和62年10月 東京都渋谷区渋谷に渋谷営業所を新設し、販売活動を開始。

昭和62年11月 新潟県新潟市に新潟営業所を新設し、販売活動を開始。

昭和63年５月 商号を光ビジネス・フォーム株式会社から光ビジネスフォーム株式会社に変更。 

昭和63年８月 
  

日本証券業協会東京地区協会店頭に登録。（平成16年12月ジャスダック証券取引所創設に伴い、
同取引所に移行） 

平成２年８月 高尾工場増築工事が完成し、ビジネスフォームの製造を開始。

平成４年４月 長野県営業所を長野県諏訪市に新設し、販売活動を開始。

平成６年１月 山梨ヒカリビジネス㈱を吸収合併し、甲府営業所、石和工場として製造・販売活動を開始。 

平成10年８月 目黒営業所を閉鎖し新橋営業所に併合。

平成11年10月 東京都八王子市東浅川町にDPPセンターを新設。

平成13年12月 渋谷営業所を閉鎖し新宿営業所及び新橋営業所に併合。

平成13年12月 高尾工場ISO9001:2000版の認証を取得。

平成15年２月 プライバシーマークの認定を取得。

平成15年５月 高尾工場ISO14001:1996版の認証を取得。



３ 【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社である㈱エッチ・ビー・エフ（損害保険代理業及び

リース事業等）で構成されておりましたが、㈱エッチ・ビー・エフは平成17年２月28日に解散し、平成17年６月10日

に清算結了いたしました。従いまして、企業集団を構成する関係会社はありません。 

当社の主な事業内容は次のとおりであります。 

  

  

４ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年12月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社において労働組合は組織されておらず、該当事項はありません。 

区分 主な事業内容

印刷事業 
連続フォーム、シートフォーム、応用用紙、統一伝票、封筒、パンフレット、

データプリントサービス 

その他の事業 
サプライ品、機器類の販売 

情報処理に関するシステム開発 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

  
272 
(39) 

38.57 12.06 5,504,492



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期における我が国経済は、企業業績の改善により設備投資も拡大し、雇用・賃金に改善の兆しがみられ、その

結果個人消費にも活力が出て来ましたが、こうした事がさらに企業業績の回復へとつながり、持続的な景気拡大へ

と推移したかに思われます。 

フォーム印刷業界におきましては、オフィスのデジタル化が進展する中で、顧客自身の内製化やペーパーレス化

が一層顕著になり、旧来のビジネスフォームの需要逓減化の流れは止まりませんでした。一方では景気の拡大に伴

い顧客ニーズにも変化が出始め、新しい需要が芽生えてきました。また個人情報保護法施行に伴い、一部に特需も

ありましたが、データ処理分野では情報漏洩をいかに防ぐかが大きな問題となりました。 

この様な情勢の中で、当社は営業部門におきましては、永年に亘って続いて来ました旧来のビジネスフォームで

も売上減に歯止めをかけ、また、データ処理関連では、関連サービスをも含めて大きく売上を伸ばすことができま

した。 

製造部門におきましては、代替による新鋭機２機の導入により生産効率の改善を図ると共に、引き続き原価率の

低減に注力し、一方従来よりのISO9001、ISO14001活動を通じて、品質の向上・損紙削減、環境管理体制を構築しま

した。 

また、財務面では、借入金を完済し、財務体質の一層の強化を図りました。一方、個人情報保護(プライバシーマ

ーク)活動では、平成17年３月に更新認定を受け、その後もレベルを上げてセキュリティに対する全社員の意識の向

上と装備の改善に努めました。 

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結果、売上高

6,667百万円(前年同期比5.7％増)、経常利益885百万円(前年同期比13.5％増)、当期純利益485百万円(前年同期比

18.4％増)と、前期に比べ、増収・増益を果たす事ができました。 

  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ95百万円減少し、206百万円

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。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は832百万円（前年同期比110百万円の増加）となりました。こ

れは主として税引前当期純利益854百万円によるものです。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は94百万円（前年同期比59百万円の減少）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274百万円、機械装置等の取得による支出28百万円及び投資有価証券の

売却による収入195百万円によるものです。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は833百万円（前年同期比309百万円の増加）となりました。こ

れは主として借入金の返済686百万円及び配当金の支払145百万円によるものです。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

  

(注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 商品仕入実績 

  

(注) １ 金額は実際仕入額で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注実績 

  

(注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 販売実績 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム 3,895,315 100.9

一般帳票類 1,200,061 115.5

データプリント及び関連加工 1,108,285 117.9

合計 6,203,663 106.3

品名 金額(千円) 前年同期比(％) 

サプライ商品 136,823 97.2

製品別 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム 4,092,007 99.1 558,060 88.5

一般帳票類 1,178,498 113.2 74,609 77.6

データプリント及び 
関連加工 

1,086,837 115.6 53,727 71.5

合計 6,357,342 104.1 686,396 85.6

品目別 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム 4,164,180 101.0

一般帳票類 1,200,061 115.5

データプリント及び関連加工 1,108,285 117.9

サプライ商品 194,919 95.7

合計 6,667,447 105.7



３ 【対処すべき課題】 

今後の日本経済は、原油価格の一段の上昇や、米国経済の急減速、中国での投資の大幅な調整などがなければ、企

業の増益基調を背景として個人消費・設備投資・輸出の拡大が続き、景気は堅調に推移するものと考えられます。 

フォーム印刷業界におきましては、オフィスのデジタル化が一層進むことが見込まれる中で、旧来のビジネスフォ

ームの需要は、引き続き逓減傾向が続くものと考えられますが、一方バリアブル印刷等に見られる従来の枠を超えた

新たな顧客ニーズが胎動してくるものと期待されます。 

このような情勢を踏まえて、当社は営業面におきましては、従来より意識して取組んできたソリューション提案力

を更に高め、顧客が進める改革の具体的な動きに総合的にかかわり、問題解決への貢献ができるまたとないチャンス

ととらえて、ビジネスチャンスの広がりが見込めるこの機に一層の顧客開拓・パイプ拡大を果たし、売上増強に努め

たいと考えております。 

生産面では、人員・設備の効率配置、省力化投資による生産機能の増強等により、原価率の一層の低減をめざすと

共に、従来からのISO活動・プライバシーマーク活動を踏まえ、環境への取り組みや法令遵守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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



４ 【事業等のリスク】 

(1) 景気動向による影響 

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。 

  

(2) ビジネスフォーム市場変化の影響 

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ビジネスフォームは、未だ主力を占めており、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。 

  

(3) 原材料の価格変動 

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、石油価格の高騰や海外チップ・パルプ市場動向などにより仕入価格が上昇し、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。 

  

 (4) 情報のセキュリティ 

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、セキュリティ強化を図っております。当社

は平成14年6月に個人情報保護方針を制定し、平成15年3月に(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)を得、平成17年3月に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。 

  

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

① 資産 

当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べて213百万円減少し7,175百万円となりました。うち流動資産は

1,836百万円(前年同期比142百万円の減少)、固定資産は5,339百万円(前年同期比70百万円の減少)となりました。

流動資産の主な減少要因は、現金及び預金95百万円の減少によるものであります。固定資産の主な減少要因は、

投資有価証券が137百万円増加したものの、有形固定資産が減価償却により148百万円減少したことと、保険料積

立金が62百万円減少したことによるものであります。 

  

② 負債 

当事業年度末の負債合計は前事業年度末に比べて558百万円減少し1,747百万円となりました。うち流動負債は

1,473百万円(前年同期比591百万円の減少)、固定負債は274百万円(前年同期比33百万円の増加)となりました。流

動負債の主な減少要因は、短期借入金及び一年以内返済長期借入金の減少(前年同期比686百万円の減少)によるも

のであります。なお、当事業年度末時点での借入金残高はなくなりました。固定負債の主な増加要因は、退職給

付引当金の増加(前年同期比12百万円の増加)と役員退職慰労引当金の増加（前年同期比20百万円の増加）による

ものであります。 

  

③ 資本 

当事業年度末の資本は前事業年度末に比べて344百万円増加し5,427百万円となりました。資本の主な増加要因

は利益剰余金の増加(前年同期比312百万円の増加)よるものであります。 

  

  

(2) 経営成績 

ビジネスフォーム市場の縮小傾向は依然として続いておりますが、新規顧客開拓、既存取引先の深耕によるパイ

プ拡大に注力した結果、売上高は前事業年度に比べ362百万円増加の6,667百万円となりました。また、販売費及び

一般管理費は前事業年度に比べて6百万円増加の1,261百万円となりました。この主な要因は外形標準課税の導入に

より租税公課が増加(前年同期比12百万円の増加)したことによるものであります。この結果、営業利益は前事業年

度に比べて113百万円増加の866百万円となりました。 

営業外損益は前事業年度に比べて8百万円減益の19百万円となりました。この主な要因は前事業年度に比べ受取保

険金の減少(前年同期比11百万円の減少)によるものであります。この結果、経常利益は、前事業年度に比べて105百

万円増加の885百万円となりました。 

特別損益は前事業年度に比べて7百万円増益となりました。この主な要因は、特別利益が投資有価証券売却益の増

加(前年同期比81百万円の増加)等により前事業年度に比べて90百万円増加し、特別損失が投資有価証券評価損の増

加(前年同期比93百万円の増加)等により前事業年度に比べて83百万円増加したことによるものであります。この結

果、当期純利益は前事業年度に比べて75百万円増加の485百万円となりました。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当期中に実施いたしました設備投資の総額は30,398千円であります。その主な内容は次のとおりであります。 

  

（１）ビジネスフォーム 

   高尾工場において、フォーム輪転機等の機械装置に17,250千円の投資を実施しました。 

   なお、重要な設備の除却または売却はありません。 

  

（２）データプリント 

DPPセンターにおいて、加工機・プリンター等の機械装置に9,646千円の投資を実施しました。 

なお、重要な設備の除却または売却はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【主要な設備の状況】 

平成17年12月31日現在 

(注) １ 投下資本の金額は有形固定資産の帳簿価額で建設仮勘定は含まれておりません。 
２ 現在休止中の主要な設備はありません。 
３ 上記中( )内は賃借中のものです。 
４ その他営業所は、多摩営業所、甲府営業所、野田営業所(以上自社所有)、池袋営業所、新橋営業所、横浜営業所、さいた
ま営業所、千葉営業所、長野県営業所、新潟営業所、大阪支店(以上賃借中のもの)11か所であります。 

５ その他資産の内訳は、構築物4,792千円、車両運搬具9,447千円、工具器具及び備品18,420千円です。 

    ６ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人数です。 

７ リース契約による主な賃借設備は下記のとおりであります。 
  

事業所名 
(所在地) 

設備の内容

土地 建物 機械及び
装置 
(千円) 

その他
資産 
(千円) 

合計 
(千円) 

従業
員数 
(名) 

面積 
(㎡) 

金額
(千円) 

金額
(千円) 

本社・高尾工場 
(東京都八王子市 
東浅川町) 

印刷設備他 6,098.12 1,485,323 737,897 233,872 8,698 2,465,791 
 
131 
(37) 

野田工場 
(千葉県野田市七光台) 

〃 8,958.35 474,347 214,318 86,206 5,529 780,401 
 
36 
(2) 

石和工場 
(山梨県笛吹市石和町) 

〃 1,361.67 67,575 29,413 8,838 282 106,110 11

管理本部及び新宿営業
所 
(東京都新宿区西新宿) 

全社的管理
設備販売設
備 

― ― 2,940 ― 4,988 7,928 23

営業本部 
(東京都中央区日本橋 
小舟町) 

販売設備 65.57 368,500 13,772 ― 617 382,890 19

その他営業所 
(11ヵ所) 

〃 12.88 4,690 6,709 ― 12,543 23,943 52

長野県茅野市北山 蓼科保養所 (1,876.0)
13,699
(借地権)

2,740 ― ― 2,740  

山梨県笛吹市春日居町 石和保養所 13.23 1,359 3,235 ― ― 4,594  

山梨県南都留郡山中湖
村 

山中湖保養
所 

589.0 15,810 1,312 ― ― 17,122  

静岡県裾野市須山 
南富士保養
所 

481.0 9,820 2,822 ― ― 12,642  

東京都品川区西五反田 従業員宿舎 8.24 5,517 18,279 ― ― 23,796  

東京都港区新橋 〃 5.45 32,205 13,176 ― ― 45,381  

東京都渋谷区渋谷 〃 4.685 12,600 27,282 ― ― 39,882  

東京都港区芝大門 〃 (15.91)
12,480
(借地権)

40,724 ― ― 40,724  

東京都品川区上大崎 〃 12.84 16,062 35,008 ― ― 51,070  

東京都品川区西大井 〃 21.98 3,885 15,036 ― ― 18,921  

東京都八王子市椚田町 〃 19.60 9,300 10,449 ― ― 19,749  

東京都八王子市追分 〃 3.76 6,162 8,036 ― ― 14,198  

千葉県市川市新井 〃 28.92 6,912 14,844 ― ― 21,756  

千葉県野田市春日町 〃 169.0 16,024 1,136 ― ― 17,160  

合計 ― 
(1,891.91)
17,854.295

2,536,092 1,199,136 328,917 32,660 4,096,806 
 
272 
(39)

名称 
台数
(台) 

期間
(年) 

年間リース料 
(千円) 

リース契約
残高(千円) 

プリンターシステム 1 5 14,266 28,615

フォーム輪転機 2 6 9,050 112,842

現像機 1 6 4,700 20,729

サーバー 1 5 972 17,027



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 転換社債の転換による増加(平成11年１月～平成11年12月) 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 15,400,000

計 15,400,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成17年12月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年３月30日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 5,815,294 5,815,294
ジャスダック証券
取引所 

― 

計 5,815,294 5,815,294 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成11年12月31日 
(注) 

7,484 5,815,294 3,652 798,288 3,648 600,052



(4) 【所有者別状況】 

平成17年12月31日現在 

(注) 自己株式13,854株は「個人その他」に13単元、「単元未満株式の状況」に854株含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成17年12月31日現在 

(注)１ジェイエムビーオー・ファンド・リミテッドから、平成17年8月31日付で提出された大量保有報告書等によると平成17年5月
20日現在で350千株(保有株式割合6.02％),平成17年8月31日現在で931千株(保有株式割合16.01％)を保有し、主要株主とな
る旨の報告を受けていますが、当社としては当期末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に
は含めておりません。 

２ 前事業年度末現在主要株主であった村上文江は、当事業年度末では主要株主でなくなりました。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 12 7 30 5 ― 701 755 ―

所有株式数 
(単元) 

― 958 22 1,132 990 ― 2,682 5,784 31,294

所有株式数 
の割合(％) 

― 16.56 0.38 19.57 17.12 ― 46.37 100.0 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

シージーエムエル－アイピービ
ー トウキョウ プロップ セク
ス アカウント 

CITIGROUP CENTRE,CANADA SQUARE,
CANARY WHARF,LONDON E14 5LB 

940 16.16

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 266 4.59

村 上 文 江 東京都中野区中野2-15-8 255 4.38

住友信託銀行㈱ 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 237 4.08

光ビジネスフォーム 
従業員持株会 

東京都新宿区西新宿2-6-1 206 3.56

瀬 戸 政 春 東京都杉並区西荻北2-38-11 188 3.23

富士フィルムビジネスサプライ
㈱ 

東京都中央区銀座2-2-2 139 2.40

㈱りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1 133 2.29

㈱ミヤコシ 千葉県習志野市津田沼1-13-5 122 2.11

小 林 丈 治 東京都東久留米市南町1-13-58 115 1.98

計 ― 2,603 44.78



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成17年12月31日現在 

(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式854株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 
平成17年12月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 
  
② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 
  
② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 13,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

5,771,000 
5,771 ― 

単元未満株式 普通株式 31,294 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 5,815,294 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,771 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
光ビジネスフォーム 
株式会社 

東京都八王子市 
東浅川町553番地 

13,000 ― 13,000 0.22

計 ― 13,000 ― 13,000 0.22



３ 【配当政策】 

当社は、株主の御期待に沿うべく、配当につきましては当期の業績や配当性向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考慮し、配当額を決定したいと考えております。 

当期の利益配当金につきましては、上記事項を総合的に勘案し1株につき27円00銭といたしました。 

内部留保金につきましては、強固な企業体質構築のための新規事業展開やタイムリーな再投資の備えとして、また

コスト競争力強化等将来の経営基盤確立のための諸施策への投資に有効活用したいと存じます。 

  

  

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、平成16年12月12日までは日本証券業協会におけるものであり、平成16年12月13日以降はジャスダック証

券取引所におけるものであります。なお、日本証券業協会は平成16年12月13日付でジャスダック証券取引所に移行しており

ます。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

最高(円) 665 580 475 710 1,120

最低(円) 405 380 350 410 670

月別 
平成17年 
７月 

８月 ９月 10月 11月 12月 

最高(円) 940 1,000 996 1,005 1,100 1,120

最低(円) 910 901 907 990 981 1,030



５ 【役員の状況】 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
会長 ―― 瀬 戸 政 春 昭和12年５月23日生

昭和36年４月 東京マツダ販売㈱入社 

188

昭和45年４月 当社入社 

昭和55年３月 取締役営業本部長 

昭和58年２月 常務取締役 

昭和60年11月 専務取締役 

平成５年６月 代表取締役社長 

平成15年３月 代表取締役会長兼社長 

平成17年３月 代表取締役会長(現任) 

代表取締役 
社長 ―― 林   陽 一 昭和27年12月26日生

昭和51年４月 当社入社 

53

昭和59年４月 目黒営業所長 

平成６年８月 営業本部長代行 

平成７年３月 取締役営業本部長 

平成13年３月 常務取締役営業本部長 

平成15年３月 代表取締役副社長 

平成17年３月 代表取締役社長(現任) 

常務取締役 販売促進部長 山 口 和 正 昭和21年４月３日生

平成４年５月 ㈱協和埼玉銀行新富町支店長 

16

平成６年１月 ㈱あさひ銀行検査部主任検査役 

平成６年７月 同行より当社へ出向、管理本部付

部長 

平成９年４月 渉外部長 

平成11年１月 販売促進部長 

平成11年３月 取締役販売促進部長 

平成15年３月 常務取締役販売促進部長(現任) 

常務取締役 総務・法務部長 山 内 政 幸 昭和23年９月１日生

平成３年５月 ㈱富士銀行中井支店長 

13

平成６年５月 同行情報開発部次長 

平成９年10月 同行人事部教育研修室長 

平成11年５月 同行プライベートバンキング部長 

平成13年11月 同行本店審議役 

平成14年４月 ㈱みずほ銀行参事役 

平成14年８月 同行より当社へ出向理事 

平成15年３月 常務取締役総務・法務部長(現任) 

取締役 社長補佐 枝 廣 直 樹 昭和28年５月25日生

昭和52年４月 当社入社 

14

昭和60年10月 新宿営業所長 

平成３年３月 取締役新宿営業所長 

平成４年10月 取締役営業副本部長兼新宿営業所

長 

平成５年２月 取締役営業副本部長兼多摩営業所

長 

平成６年４月 取締役多摩営業所長 

平成10年11月 取締役大阪支店長 

平成14年１月 取締役DPPセンター長 

平成17年３月 取締役社長補佐(現任) 

取締役 
営業副本部長 
兼新宿 
営業所長 

坂 下 正 巳 昭和30年９月10日生

昭和54年４月 当社入社 

70

昭和54年４月 多摩営業所長 

平成５年２月 新宿営業所長 

平成９年３月 取締役新宿営業所長 

平成10年11月 取締役新宿営業所長兼長野県営業

所長 

平成13年３月 取締役営業副本部長兼新宿営業所

長(現任) 

取締役 DPPセンター長 舘 野 廣 由 昭和23年９月10日生 

平成６年２月 ㈱大和総研システム運営第一部長 

1

平成12年３月 証券グループシステム開発本部付

部長(大和証券業務部出向) 

平成14年８月 ㈱大和総研運用データ管理部長 

平成15年４月 同社より当社へ出向 システム部

長 

平成17年３月 取締役DPPセンター長(現任) 



  

  
(注) 監査役濱田浩、高篠芳夫、伊勢利彦、浜中善彦は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定

める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

監査役 常勤 濱 田  浩 昭和20年８月８日生

昭和43年４月 ㈱富士銀行入行 

―

平成３年４月 同行審査第一部審査役 

平成10年８月 同行退職 

富士総合管理㈱取締役社長 

平成14年４月 合併によりみずほ総合管理㈱取締

役社長 

平成18年３月 当社監査役(現任) 

監査役   高 篠 芳 夫 昭和21年７月23日生

平成３年２月 大和証券㈱引受部長 

―

平成６年７月 同社人事部長 

平成９年２月 同社経理部長兼業務部長 

平成11年４月 大和証券エスビーキャピタル・マ

ーケッツ㈱参与(リーガル・コン

プライアンス担当) 

平成15年６月 ㈱大和総研監査役 

平成17年３月 当社監査役(現任) 

監査役   伊 勢 利 彦 昭和18年２月12日生

平成10年６月 日通商事㈱取締役リース部長 

―
平成12年６月 同社常務取締役 

平成15年６月 同社退職 

平成17年３月 当社監査役(現任) 

監査役   浜 中 善 彦 昭和15年４月13日生

昭和39年４月 ㈱富士銀行入行 

―

平成６年５月 ㈱富士総合研究所に転籍 

平成６年10月 司法試験合格 

平成７年３月 ㈱富士総合研究所退職 

平成９年４月 第二東京弁護士会に弁護士登録 

平成17年６月 当社顧問弁護士 

平成18年３月 当社監査役(現任) 

計 355



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

顧客第一主義の理念のもと、着実な業績により企業価値の増大を図るためには、経営環境の変化に迅速に対応で

きる意思決定に加え企業倫理と健全性を堅持した経営が基本との認識の下、経営の効率化とチェック機能の向上、

充実に取り組んでおります。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

当社では監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の監査役は4名(常勤監査役1 名、非常勤監査

役3名)で構成されています。 

定例監査役会開催の他、月1回の定例取締役会及び臨時取締役会に全監査役が出席し、意見を述べるほか取締役

の業務執行を監督しております。 

有価証券報告書提出日現在の取締役は7名で社外取締役の選任はありません。取締役会は原則月1回の定例取締

役会の他、必要に応じ臨時の取締役会を開催し、経営上の重要事項についての討議、意思決定を行うとともに監

査役と併せ取締役の業務執行状況の監督を行っております。 

  ② 内部管理体制の整備・運用状況 

    当社は業務分掌規程に基づき、業務分掌を明確にし責任の所在を明らかにするとともに業務の組織的、効率的

な運営を図るよう配置しております。組織は、製造本部、営業本部、管理本部に分かれており、規程に則った組

織運営がなされることで、業務部門、管理部門間の相互牽制を図っております。 

    また、社内規程については、関係法令の改正等に対応し、随時整備を行っております。 

③ 監査役監査及び会計監査の相互連携 

監査役は、支店、各事業所を定例的に監査し、指導事項、監査結果等について、社長他関係各部署へ報告し情

報の共有に努めております。また、監査役会は適宜監査報告会を開催し、会計監査人から監査結果の報告を受け

るとともに、情報、意見の交換を行うなど連携を図っております。 

④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係の概要 

有価証券報告書提出日現在の監査役は、４名全員が社外監査役となっておりますが、当社との間に人的関係、

資本的関係及び利害関係等はありません。 

⑤ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

取締役会は毎月の定例取締役会の他、適時に開催し、法令で定められた事項や経営上の重要事項を決定すると

ともに経営計画の進捗状況、対策の検討など業務執行を監督しております。 

監査役会は、監査の方針、社内監査の状況、監査法人による監査報告会の実施等の活動の他、監査役が取締役

会に出席し、取締役の業務執行について厳正な監視を行ってまいりました。 

また、コンプライアンスプログラム及び環境マネジメントシステムの再点検による危機管理規定等、各種規定

の改定を行いコンプライアンス体制整備にも努めました。 

   一方、リスク管理の面では、弁護士との顧問契約を結び適時指導、助言を受けております。 

  

  

(3) 役員報酬の内容 

  

(4) 会計監査の状況 

取締役に支払った年間報酬総

額 

9名 81,105千円 (当社には社外取締役はおりません。) 

監査役に支払った年間報酬総

額 

6名 14,400千円 (当社には社内監査役はおりません。) 

合計   95,505千円   



  ① 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人 

    (注) 継続関与年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。 

② 監査業務に係る補助者の構成 

  

(5) 監査報酬の内容 

公 認 会 計 士 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 103 号 ) 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 に 基 づ く 報 酬 の 額

11,000千円 

(注) 上記以外の報酬はありません。 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人 

指 定 社 員 

業 務 執 行 社 員 
鈴 木 欽 哉 

監査法人トーマツ 
指 定 社 員 

業 務 執 行 社 員 
髙 橋 正 伸 

公認会計士 ３名 

会計士補 ４名 



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日

内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第37期事業年度(平成16年１月１日から平成16年12月31日まで)及

び第38期事業年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツの監査を受

けております。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
第37期

(平成16年12月31日) 
第38期 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

資産の部     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  302,154 206,427  

２ 受取手形 ※４  214,630 217,626  

３ 売掛金  1,033,678 1,021,012  

４ 製品  263,201 262,339  

５ 原材料  27,069 26,080  

６ 仕掛品  33,532 21,780  

７ 前払費用  21,685 16,800  

８ 繰延税金資産  27,149 26,798  

９ その他  60,165 39,725  

10 貸倒引当金  △4,832 △2,558  

流動資産合計  1,978,435 26.8 1,836,033 25.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 ※１ 2,449,993 2,449,993    

減価償却累計額 1,188,419 1,261,574 1,250,857 1,199,136  

(2) 構築物 21,336 21,336    

減価償却累計額 15,722 5,613 16,543 4,792  

(3) 機械及び装置 1,990,495 1,930,001    

減価償却累計額 1,611,399 379,095 1,601,083 328,917  

(4) 車両運搬具 54,669 55,991    

減価償却累計額 44,021 10,648 46,544 9,447  

(5) 工具器具及び備品 96,843 97,213    

減価償却累計額 70,213 26,630 78,792 18,420  

(6) 土地 ※１  2,536,092 2,536,092  

有形固定資産合計  4,219,654 57.1 4,096,806 57.1

２ 無形固定資産     

(1) 借地権  26,179 26,179  

(2) ソフトウェア  8,976 7,562  

(3) 電話加入権  6,571 6,571  

無形固定資産合計  41,727 0.6 40,312 0.6



  

  

  
第37期

(平成16年12月31日) 
第38期 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券  484,825 621,948  

(2) 関係会社株式  10,000 ―  

(3) 長期前払費用  4,838 3,723  

(4) 会員権  77,967 74,585  

(5) 保険料積立金  346,965 284,552  

(6) 敷金・保証金  38,070 37,530  

(7) 繰延税金資産  185,825 178,406  

(8) その他  3,799 10,853  

(9) 貸倒引当金  △3,749 △9,583  

投資その他の資産合計  1,148,543 15.5 1,202,016 16.7

  固定資産合計  5,409,925 73.2 5,339,135 74.4

  資産合計  7,388,360 100.0 7,175,169 100.0

      



  

  
第37期

(平成16年12月31日) 
第38期 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

負債の部     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形  370,637 435,939  

２ 買掛金  626,068 602,750  

３ 短期借入金 ※１  462,192 ―  

４ 一年以内返済予定 
長期借入金 

※１  223,929 ―  

５ 未払費用  89,858 95,351  

６ 未払法人税等  194,235 227,169  

７ 預り金  32,508 39,755  

８ 賞与引当金  20,492 20,977  

９ その他  44,961 51,315  

流動負債合計  2,064,883 27.9 1,473,259 20.6

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  36,821 49,416  

２ 役員退職慰労引当金  202,451 223,358  

３ その他  1,540 1,540  

固定負債合計  240,812 3.3 274,315 3.8

負債合計  2,305,695 31.2 1,747,575 24.4

資本の部     

Ⅰ 資本金 ※２  798,288 10.8 798,288 11.1

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金 600,052 600,052    

資本剰余金合計  600,052 8.1 600,052 8.4

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金 199,572 199,572    

２ 任意積立金     

(1) 別途積立金 2,857,000 3,107,000    

３ 当期未処分利益 599,839 662,130    

利益剰余金合計  3,656,411 49.5 3,968,702 55.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※５  36,150 0.5 71,085 1.0

Ⅴ 自己株式 ※３  △8,237 △0.1 △10,535 △0.2

資本合計  5,082,664 68.8 5,427,593 75.6

負債及び資本合計  7,388,360 100.0 7,175,169 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  

  
第37期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    

１ 製品売上高 6,101,720 6,472,528   

２ 商品売上高 203,726 6,305,446 100.0 194,919 6,667,447 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 製品期首たな卸高 268,710 263,201   

２ 当期製品製造原価 4,151,764 4,402,368   

３ 当期商品仕入高 140,760 136,823   

合計 4,561,235 4,802,393   

４ 製品期末たな卸高 263,201 4,298,033 68.2 262,339 4,540,053 68.1

売上総利益  2,007,413 31.8 2,127,393 31.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 配送費 83,480 84,244   

２ 貸倒引当金繰入額 2,418 4,419   

３ 役員報酬 93,540 95,505   

４ 給料手当及び賞与 598,015 576,958   

５ 賞与引当金繰入額 7,146 7,087   

６ 退職給付費用 27,558 27,416   

７ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

17,795 23,707   

８ 法定福利費 107,868 113,039   

９ 福利厚生費 25,680 18,403   

10 旅費交通費 58,232 52,292   

11 減価償却費 37,595 38,832   

12 租税公課 17,970 30,891   

13 その他 177,482 1,254,785 19.9 188,585 1,261,382 18.9

営業利益  752,627 11.9 866,011 13.0

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息・配当金 2,190 3,310   

２ 有価証券利息 2,186 3,043   

３ 受取保険金 15,920 4,189   

４ 受取賃貸料 8,301 8,617   

５ 雑収入 8,964 37,562 0.6 6,160 25,321 0.4



  

  

  
第37期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 8,738 4,228   

２ 保険料積立金解約損 1,223 765   

３ 貸倒損失  ― 884   

４ 雑損失 0 9,962 0.1 78 5,956 0.1

経常利益  780,228 12.4 885,376 13.3

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益 6,824 88,225   

２ 投資有価証券償還益 ― 4,798   

３ 子会社清算益 ― 6,824 0.1 4,528 97,551 1.4

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※１ 2,070 5,077   

 ２ 投資有価証券売却損 ― 522   

３ 投資有価証券償還損 4,725 ―   

４ 投資有価証券評価損 ― 93,279   

５ ゴルフ会員権評価損 9,132 520   

６ 退職給付会計基準 
  変更時差異処理額 

29,232 45,161 0.7 29,232 128,631 1.9

税引前当期純利益  741,891 11.8 854,296 12.8

法人税、住民税 
及び事業税 

341,929 385,195   

法人税等調整額 △9,913 332,016 5.3 △16,197 368,998 5.5

当期純利益  409,875 6.5 485,298 7.3

前期繰越利益  189,963 176,832 

当期未処分利益  599,839 662,130 

     



製造原価明細書 

  

  

(脚注) 

  

  

  
第37期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費 1,236,104 29.7 1,215,859 27.7

Ⅱ 労務費 1,140,650 27.5 1,192,767 27.2

Ⅲ 経費 ※１ 1,779,818 42.8 1,981,988 45.1

当期総製造費用 4,156,572 100.0 4,390,616 100.0

期首仕掛品たな卸高 28,723 33,532  

合計 4,185,296 4,424,148  

期末仕掛品たな卸高 33,532 21,780  

当期製品製造原価 4,151,764 4,402,368  

第37期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

項目 金額(千円) 

外注加工費 1,220,231 

減価償却費 119,551 

※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

項目 金額(千円) 

外注加工費 1,374,143 

減価償却費 109,337 

(注) 原価計算の方法は個別原価計算による実際原価

計算を採用しています。 

(注) 原価計算の方法は個別原価計算による実際原価

計算を採用しています。 



③ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
第37期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前当期純利益  741,891 854,296 

２ 減価償却費  158,947 150,883 

３ 受取利息及び受取配当金  △4,376 △6,354 

４ 支払利息  8,738 4,228 

５ 有形固定資産除売却損益  2,070 5,077 

６ 投資有価証券売却償還損益  △2,099 △92,501 

７ 投資有価証券評価損  ― 93,279 

８ 子会社清算益  ― △4,528 

９ 退職給付会計基準変更時差異処理額  29,232 29,232 

10 ゴルフ会員権評価損  9,132 520 

11 売上債権の増減額(△増加額)  99,500 9,669 

12 棚卸資産の増減額(△増加額)  759 13,602 

13 仕入債務の増減額(△減少額)  △209,810 43,913 

14 未払消費税等の増減額(△減少額)  3,526 3,829 

15 役員賞与の支払額  △21,900 △27,910 

16 その他  220,937 118,239 

小計  1,036,550 1,195,478 

17 利息及び配当金の受取額  4,376 6,354 

18 利息の支払額  △8,700 △3,810 

19 法人税等の支払額  △310,827 △365,995 

営業活動によるキャッシュ・フロー  721,399 832,026 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出  △43,959 △28,468 

２ 無形固定資産の取得による支出  ― △1,300 

３ 投資有価証券の取得による支出  △203,718 △274,277 

４ 投資有価証券の売却・償還による収入  96,097 195,280 

５ 子会社清算による収入  ― 14,528 

６ その他資産増減額(△増加額)  △2,655 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △154,235 △94,237 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金純増減額(△減少額)  △33,148 △462,192 

２ 長期借入金の返済による支出  △374,450 △223,929 

３ 自己株式の取得による支出  △730 △2,298 

４ 配当金の支払額  △116,110 △145,097 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △524,438 △833,516 

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)  42,725 △95,726 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  259,429 302,154 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  302,154 206,427 



④ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
第37期

(平成17年３月30日) 
第38期 

(平成18年３月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益 599,839 662,130

Ⅱ 利益処分額  

１ 配当金 145,097 156,638  

２ 役員賞与金 
(うち監査役賞与金) 

27,910
(500)

29,000
(500)

 

３ 任意積立金  

 別途積立金 250,000 423,007 300,000 485,638

Ⅲ 次期繰越利益 176,832 176,491



重要な会計方針 

  

  

項目 
第37期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

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 

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

時価のないもの 

……移動平均法による原価

法 

子会社株式 

――― 

その他有価証券 

同左 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

原則として時価法 ――― 

３ 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 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産……定率法 

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)について

は、定額法を採用し

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

同左 

  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 

  

５ 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 



  

  

項目 
第37期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期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。なお、会計基準変更時差異

(146,163千円)については５年によ

る按分額を費用処理しております。 

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。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

  (4) 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。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

６ 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。 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、すべて特

例処理の要件を満たしておりますの

で特例処理を採用しております。 

     ――― 

  

  (2) ヘッジ手段及びヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金利息 

  

  (3) ヘッジ方針 

資金調達コストの削減を目的とし

て、当社の定めるリスク管理方針に

従い、金利スワップ取引を行ってお

ります。 

  

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件の判定をもって、

有効性の判定に代えております。 

  

８ 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 

９ 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 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

第37期 
(平成16年12月31日現在) 

第38期
(平成17年12月31日現在) 

※１ 担保に供されている資産及び対応する債務は次の

とおりであります。 

※１ 担保に供されている資産及び対応する債務は次の

とおりであります。 

   担保に供している資産 

建物 1,041,159 千円

土地 2,399,630 千円

計 3,440,790 千円

   担保に供している資産 

建物 992,335 千円

土地 2,332,055 千円

計 3,324,391 千円

   対応する債務 

短期借入金 462,192 千円

一年以内返済予定 
長期借入金 

165,326 千円

計 627,518 千円

   対応する債務 

担保付債務はありません。 

       

※２ 授権株式数 普通株式 15,400,000株

   発行済株式総数 普通株式  5,815,294株

※２ 授権株式数 普通株式 15,400,000株

   発行済株式総数 普通株式  5,815,294株

※３ 自己株式の保有数 

  普通株式    11,414株

※３ 自己株式の保有数 

  普通株式    13,854株

※４ 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 11,748千円

※４ 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 10,657千円

※５ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が36,150千

円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてお

ります。 

※５ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が71,085千

円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてお

ります。 



(損益計算書関係) 

  

  

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

第37期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 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 208 千円

構築物 919 千円

機械及び装置 403 千円

車両運搬具 478 千円

合計 2,009 千円

※１ 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。 

機械及び装置 4,883 千円

車両運搬具 177 千円

工具器具備品 16 千円

合計 5,077 千円

第37期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

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16年12月31日現在)

現金及び預金勘定 302,154千円

現金及び現金同等物 302,154千円

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17年12月31日現在)

現金及び預金勘定 206,427千円

現金及び現金同等物 206,427千円



(リース取引関係) 

  

  

第37期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

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 190,396 123,083 67,312

工具器具 
及び備品 

149,632 77,452 72,180

ソフトウェア 5,800 3,286 2,513

合計 345,828 203,822 142,005

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 336,146 167,839 168,306

工具器具
及び備品 

155,352 94,266 61,085

ソフトウェア 45,800 12,224 33,575

合計 537,298 274,330 262,968

2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 63,209千円

１年超 86,366千円

合計 149,576千円

2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 86,699千円

１年超 183,082千円

合計 269,782千円

3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

(1) 支払リース料 86,424千円

(2) 減価償却費相当額 77,922千円

(3) 支払利息相当額 7,130千円

3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

(1) 支払リース料 89,778千円

(2) 減価償却費相当額 80,874千円

(3) 支払利息相当額 8,155千円

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 



(有価証券関係) 

第37期(平成16年12月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

  

２ 当期中に売却したその他有価証券 
  

  

３ 時価評価されていない有価証券 

(1) その他有価証券 
  

  

(2) 子会社株式 
  

  

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 
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 49,620 98,759 49,139

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 105,137 124,516 19,378

小計 154,757 223,276 68,518

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

(1) 株式 22,082 19,966 △2,116

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 28,639 23,189 △5,450

小計 50,722 43,155 △7,566

合計 205,480 266,432 60,951

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

  79,756 6,824 ―

内容 貸借対照表計上額(千円) 

①非上場株式(店頭売買株式を除く) 193,390

②非上場社債 25,003

合計 218,393

内容 貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式 10,000

合計 10,000

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 ― ― ― 25,003

 その他 ― ― ― ―

②その他 9,048 20,246 47,361 ―

合計 9,048 20,246 47,361 25,003



第38期(平成17年12月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

  

２ 当期中に売却したその他有価証券 
  

  

３ 時価評価されていない有価証券 

(1) その他有価証券 
  

 (注) 当期において、減損処理を行い、投資有価証券評価損93,279千円(株式)を計上しております。 

  

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 
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 81,202 186,941 105,738

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 50,806 68,205 17,398

小計 132,009 255,147 123,137

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

(1) 株式 228,326 225,302 △3,024

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 9,923 9,664 △259

小計 238,249 234,966 △3,283

合計 370,258 490,113 119,854

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

  161,270 88,225 522

内容 貸借対照表計上額(千円) 

①非上場株式 106,831

②非上場社債 25,003

合計 131,834

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 ― ― ― 25,003

 その他 ― ― ― ―

②その他 ― 43,859 ― ―

合計 ― 43,859 ― 25,003



(デリバティブ取引関係) 

第37期(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容、取組方針及び利用目的 

当社は、資金調達コストの削減を目的として、当社の定めるリスク管理方針に従い、金利スワップ取引を利用し

ております。 

(2) 取引に係るリスクの内容 

当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリ

スクはほとんどないと認識しております。 

(3) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の契約は職務権限規定に基づき経理部にて行っております。 

２ 取引の時価等に関する事項 

すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

第38期(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

当期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。 

  



(退職給付関係) 

第37期(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

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。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成16年12月31日現在) 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  千円  

 退職給付債務 △720,643  

 年金資産 552,813  

 未積立退職給付債務 △167,829  

 会計基準変更時差異の未処理額 29,232  

 未認識数理計算上の差異 101,775  

 退職給付引当金 △36,821  

  千円  

 勤務費用 48,336  

 利息費用 13,686  

 期待運用収益 △9,278  

 会計基準変更時差異の費用処理額 29,232  

 数理計算上の差異の費用処理額 16,847  

 退職給付費用 98,825  

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  

会計基準変更時差異の処理年数 5年  



第38期(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

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。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年12月31日現在) 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

    (注) 受入出向者のうち、当社負担の退職給付費用は勤務費用に含めております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  千円  

 退職給付債務 △693,498  

 年金資産 643,750  

 未積立退職給付債務 △49,747  

 会計基準変更時差異の未処理額 ―  

 未認識数理計算上の差異 330  

 退職給付引当金 △49,416  

  千円  

 勤務費用 50,567(注) 

 利息費用 14,412  

 期待運用収益 △11,056  

 会計基準変更時差異の費用処理額 29,232  

 数理計算上の差異の費用処理額 14,960  

 退職給付費用 98,117  

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  

会計基準変更時差異の処理年数 5年  



(税効果会計関係) 

  

  

(持分法損益等) 

第37期(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

第38期(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

第37期 
(平成16年12月31日現在) 

第38期
(平成17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 16,601千円

会員権評価損 77,657千円

役員退職慰労引当金 82,377千円

投資有価証券評価損 34,284千円

その他 26,855千円

繰延税金資産合計 237,776千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △24,801千円

繰延税金負債合計 △24,801千円

繰延税金資産の純額 212,975千円

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 17,027千円

会員権評価損 69,758千円

役員退職慰労引当金 90,884千円

投資有価証券評価損 43,125千円

その他 33,177千円

繰延税金資産合計 253,973千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △48,768千円

繰延税金負債合計 △48,768千円

繰延税金資産の純額 205,204千円

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 42.1％

(調整)  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.9％

住民税均等割 1.8％

税率変更による影響 0.1％

その他 △0.1％

税効果会計適用後 
法人税等の負担率 

44.8％

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 

1.0％

住民税均等割 1.6％

税率変更による影響 ―％

その他 △0.1％

税効果会計適用後
法人税等の負担率 

43.2％



【関連当事者との取引】 

第37期(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

第38期(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

(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。 

  

  

  (重要な後発事象) 

第37期(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

第38期(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

 該当事項はありません。 

第37期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 870円93銭 １株当たり純資産額 930円56銭

１株当たり当期純利益 65円81銭 １株当たり当期純利益 78円63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37期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第38期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当期純利益(千円) 409,875 485,298

普通株主に帰属しない金額(千円) 27,910 29,000

(うち利益処分による役員賞与金(千円)) 27,910 29,000

普通株式に係る当期純利益(千円) 381,965 456,298

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,804 5,802



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

(その他有価証券)   

フジ日本精糖㈱ 268,000 92,996 

日比谷総合設備㈱ 86,000 92,106 

㈱巴川製紙所 141,000 69,090 

㈱みずほフィナンシャルグループ
優先株 

50 50,000 

大王製紙㈱ 40,000 40,200 

㈱みずほフィナンシャルグループ 40 38,188 

㈱九九プラス 40 17,400 

㈱筑波ゴルフコース 3 16,315 

㈱ライトオン 2,812 15,887 

㈱テレビ朝日 50 14,650 

㈱創文 6,000 13,800 

㈱三井住友フィナンシャルグルー
プ 

10 12,500 

㈱コトヴェール 900 10,500 

キヤノン販売㈱ 3,465 8,731 

㈱りそなホールディングス 15 7,125 

 ウィルワン㈱ 500 6,720 

㈱水戸カンツリー倶楽部 1 6,720 

リテラ・クレア証券㈱ 9,000 2,475 

㈱コミューチュア 1,050 1,283 

マルヤ㈱ 1,050 915 

オリエンタル建設㈱ 1,100 687 

ダイナパック㈱ 982 482 

㈱日本印刷会館 500 250 

㈱八千代銀行 1 50 

計 562,569 519,074 



【債券】 

  

  

  

【その他】 

  

  

銘柄 券面総額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

(その他有価証券)   

大和証券エスエムビーシー㈱ 
第799回ユーロ円債 

25,000 25,003 

    

計 25,000 25,003 

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

(その他有価証券)   

環太平洋ボンドインカム 39,000,000 43,859 

富士TOPIXオープン 23,358,030 24,346 

ＤＫＡ物価連動国債ファンド 9,240,000 9,664 

計 71,598,030 77,869 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

  

  

２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

  

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

減価償却
累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産       

建物 2,449,993 ― ― 2,449,993 1,250,857 62,438 1,199,136

構築物 21,336 ― ― 21,336 16,543 821 4,792

機械及び装置 1,990,495 26,896 87,390 1,930,001 1,601,083 72,190 328,917

車両運搬具 54,669 2,842 1,520 55,991 46,544 3,865 9,447

工具器具及び備品 96,843 660 290 97,213 78,792 8,853 18,420

土地 2,536,092 ― ― 2,536,092 ― ― 2,536,092

有形固定資産計 7,149,430 30,398 89,200 7,090,628 2,993,822 148,169 4,096,806

無形固定資産       

借地権 26,179 ― ― 26,179 ― ― 26,179

ソフトウェア 14,247 1,300 ― 15,547 7,984 2,714 7,562

電話加入権 6,571 ― ― 6,571 ― ― 6,571

無形固定資産計 46,997 1,300 ― 48,297 7,984 2,714 40,312

長期前払費用 4,838 1,052 2,167 3,723 ― ― 3,723

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

機械及び装置 高尾工場 印刷機械 15,000千円

機械及び装置 ＤＰＰセンター 加工機 7,850千円

機械及び装置 野田工場 印刷機械 87,090千円

       



【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) 「平均利率」については、期末借入残高がないため記載しておりません。 

  

  

【資本金等明細表】 

  

(注) １ 任意積立金の当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

２ 当期末の自己株式数は、13,854株であります。 

  

  

  

  

  

【引当金明細表】 

  

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 462,192 ― ― ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 223,929 ― ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

― ― ― ― 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 686,121 ― ― ― 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) 798,288 ― ― 798,288

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (5,815,294) (―) (―) (5,815,294)

普通株式 (千円) 798,288 ― ― 798,288

計 (株) (5,815,294) (―) (―) (5,815,294)

計 (千円) 798,288 ― ― 798,228

資本準備金及び 
その他資本剰余
金 

(資本準備金) 
株式払込剰余金 

(千円) 600,052 ― ― 600,052

計 (千円) 600,052 ― ― 600,052

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (千円) 199,572 ― ― 199,572

(任意積立金) 
別途積立金 

(千円) 2,857,000 250,000 ― 3,107,000

計 (千円) 3,056,572 250,000 ― 3,306,572

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 8,581 6,201 859 1,782 12,141



(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)のうち 1,739千円は洗替による取崩額であり、42千円は回収による取崩額であります。 

  

賞与引当金 20,492 20,977 20,492 ― 20,977

役員退職慰労引当金 202,451 23,707 2,800 ― 223,358



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

1) 現金及び預金 

  

  

2) 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

区分 金額(千円)

現金 1,677

銀行預金  

当座預金 182,114

普通預金 22,635

小計 204,750

合計 206,427

相手先 金額(千円)

㈱ケイ・エス・ジャパン 50,362

瀬味証券印刷㈱ 10,577

KOA㈱ 10,027

寿堂紙製品工業㈱ 6,685

光村印刷㈱ 6,455

その他 133,518

合計 217,626

期日別 金額(千円)

平成18年１月 100,005

  〃  ２月 54,204

  〃  ３月 40,407

  〃  ４月 19,075

  〃  ５月 3,274

  〃  ６月 659

合計 217,626



3) 売掛金 

  

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

4) 製品 
  

  

5) 原材料 
  

  

相手先 金額(千円)

国税庁 55,733

㈱損害保険ジャパン 46,354

㈱大和総研 37,962

キヤノン販売㈱ 34,506

アクサ生命保険㈱ 27,992

その他 818,463

合計 1,021,012

項目 

前期繰越高 
(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(千円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高
(千円) 
  
(Ｃ) 

次期繰越高
(千円) 
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100 

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

売掛金 1,033,678 7,000,819 7,013,485 1,021,012 87.29 53.56

品名 金額(千円)

ストックフォーム 7,870

ビジネスフォーム 170,520

一般帳票類 83,948

合計 262,339

品名 金額(千円)

紙 19,583

インキ 2,071

製版材料 2,453

ダンボール等 1,972

合計 26,080



6) 仕掛品 

  

  

品目 金額(千円)

ビジネスフォーム 21,780

合計 21,780



ｂ 負債の部 

1) 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

2) 買掛金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(千円)

㈱東京商会 35,677

丸紅オフィス・サプライ㈱ 32,742

トッパンレーベル㈱ 20,509

大阪シーリング印刷㈱ 18,227

町田印刷㈱ 16,089

その他 312,693

合計 435,939

期日 金額(千円)

平成18年１月 121,593

  〃  ２月 111,711

  〃  ３月 122,959

  〃  ４月 79,675

合計 435,939

相手先 金額(千円)

大王製紙㈱ 140,935

オザックス㈱ 66,575

富士フィルムビジネスサプライ㈱ 47,762

コミネ日昭㈱ 25,739

日本ユニシスサプライ㈱ 24,916

その他 296,820

合計 602,750



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 12月31日

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日

株券の種類 
10,000株券 
1,000株券 

中間配当基準日 ―月―日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社証券代行部 

  代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社 

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社証券代行部 

  代理人 
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社 

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

(1)  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第37期) 

自 平成16年１月１日
至 平成16年12月31日

  
平成17年３月30日 
関東財務局長に提出 

            

(2) 
  

有価証券報告書の 
訂正報告書   

有価証券報告書(第37期)に係る訂正
報告書  

平成17年４月12日 
関東財務局長に提出  

            
(3) 
  
  

臨時報告書 
    

企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第４号の規定(主要株
主の異動)に基づく臨時報告書 

 

平成17年８月11日 
関東財務局長に提出 
  

 

            
(4) 
  
  

臨時報告書の 
訂正報告書 
  

  
臨時報告書(平成17年８月11日提出)
に係る訂正報告書  

平成17年９月９日 
関東財務局長に提出 
  

 

             
(5)  半期報告書 (第38期中) 自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 
  平成17年９月16日 
関東財務局長に提出 

            
(6) 
  
  

臨時報告書 
    

企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第４号の規定(主要株
主の異動)に基づく臨時報告書 

 

平成17年９月22日 
関東財務局長に提出 
  

 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

光ビジネスフォーム株式会社 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている光ビジ

ネスフォーム株式会社の平成16年１月１日から平成16年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、光ビジ

ネスフォーム株式会社の平成16年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  

平成17年３月30日

取 締 役 会  御 中 

監査法人トーマツ   

代表社員
関与社員

公認会計士  一 法 師  信  武  ㊞ 

関与社員 公認会計士  髙  橋  正  伸  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

光ビジネスフォーム株式会社 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている光ビジ

ネスフォーム株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、光ビジ

ネスフォーム株式会社の平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  

平成18年３月30日

取 締 役 会  御 中 

監査法人トーマツ   

指 定 社 員
業務執行社

員 
公認会計士  鈴  木  欽  哉  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行社

員 
公認会計士  髙  橋  正  伸  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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