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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

  

 
(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、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等につい
ては、記載しておりません。 

３ 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。 
４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第38期中 第39期中 第40期中 第38期 第39期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 3,476,946 3,458,315 3,546,923 6,667,447 6,683,571

経常利益 (千円) 473,229 496,061 506,309 885,376 817,239

中間(当期)純利益 (千円) 265,324 263,044 298,294 485,298 436,525

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) 5,193,286 5,487,298 5,771,503 5,427,593 5,636,588

総資産額 (千円) 7,318,355 7,277,631 8,398,230 7,175,169 8,085,012

１株当たり純資産額 (円) 895.00 945.92 994.93 930.56 971.67

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 45.72 45.34 51.42 78.63 75.25

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 27.00 27.00

自己資本比率 (％) 71.0 75.4 68.7 75.6 69.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 545,335 256,156 452,092 832,026 476,189

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △7,405 △75,043 △246,631 △94,237 △899,886

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △437,274 △119,592 △60,454 △833,516 575,447

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 402,811 267,948 503,185 206,427 358,178

従業員数 
（ほか、平均臨時 
雇用者数）

(名)
275
(37)

276
(35)

270
(34)

272
(39)

276
(34)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員の状況 

  

 
    (注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数を記載し

ております。 

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

    ３ 当中間会計期間より子会社である光ティーピーエル㈱に15名出向しております。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社には労働組合は組織されておらず、該当事項はありません。 

  

従業員数(名)
270

        (34)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間における我が国経済は、新興国向けを中心とした輸出に底堅さが見られ、また設備投

資、個人消費も増勢を保ち緩やかながら企業部門と家計部門がかみ合った成長軌道を維持したものと思

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、旧来のビジネスフォーム

の需要が逓減する流れが続き厳しい状況となりました。 

 この様な情勢の中で、当社は新しいビジネスモデルのアプリケーションの展開を推進し、事業活動全

般で効率化・合理化に取組みました結果、売上高3,546百万円(前年同期比2.6％増)、営業利益496百万

円(同2.6％増)、経常利益506百万円(同2.1％増)、中間純利益298百万円(13.4％増)となりました。 

  

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前年同期に比べ235百

万円増加し、503百万円となりました。 

 当中間会計期間におけるキャッシュ・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) 

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は452百万円(前年同期比195百万円の増加)とな

りました。これは主として税引前中間純利益508百万円、減価償却費70百万円及び法人税等の支払額165

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) 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は246百万円(前年同期比171百万円の増加)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234百万円、投資有価証券の取得による支出

69百万円及び投資有価証券の売却による収入56百万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） 

当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は60百万円(前年同期比59百万円の減少)となり

ました。これは主として長期借入れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出103百万円及び

配当金の支払156百万円によるものであります。 

  

  



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) 受注状況 

  

 
(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 1,805,657 94.9

一般帳票類 725,866 110.0

データプリント及び関連加工 676,708 111.3

合計 3,208,232 101.2

品目 金額(千円) 前年同期比(％)

サプライ商品 77,975 112.5

品目 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 1,997,413 96.5 378,866 70.1

一般帳票類 717,109 109.5 18,649 26.7

データプリント及び関連加工 675,132 111.9 7,919 16.1

合計 3,389,654 101.8 405,434 61.5

品目 金額(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム 2,032,982 97.4

一般帳票類 725,866 110.0

データプリント及び関連加工 676,708 111.3

サプライ商品 111,366 108.6

合計 3,546,923 102.6



３ 【対処すべき課題】 

(1) 当面の課題 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

(2) 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）について 

当社は、平成19年１月10日開催の取締役会において、当社株式の大量取得に関する対応策（買収防衛

策）（以下「本プラン」という。詳細につきましては、インターネットの当社ホームページ

（http://www.hikaribf.co.jp）に掲載しております。）の導入を決議し、平成19年３月29日開催の株

主総会において承認されました。 

①基本的な考え方及び取組み 

当社はビジネスフォーム及びその関連事業を専業とする会社として創業以来38年余りになります

が、創業時より「顧客第一主義」を経営理念として掲げ実践してまいりました。近年オフィス周りの

コンピュータ化、デジタル化の進展が加速して来ておりビジネスフォームの需要は逓減傾向が続いて

おります。当社ではビジネスフォーム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ーに

よるデータ出力やメーリングサービスに至るまで、多種多様なニーズに迅速かつ柔軟に対応し、常に

お客様にご満足いただける、クオリティの高い製品・サービスを提供してまいりました。”製販社内

一貫管理体制”を敷くことにより、お客様よりお預かりした案件を企画から始まり発送管理に至るま

で、とぎれることのない管理体制を確立するとともに、営業部では営業マンが不在でも営業サポート

がお客様の声を即、各部署に連絡・手配できる迅速な対応が可能な様にしております。これらの「顧

客第一主義」を支える社内体制を構築・維持するためには、高い熟練度を備えたモラルの高い従業員

の存在が不可欠となります。 

当社の企業価値の源泉は、お客様との永年に亘る密接な信頼関係や高い熟練度を備えたモラルの高

い従業員の存在等に大きく依存しているものといえます。 

当社としては、斯業界及び当社の特性を熟知した者が財務及び事業の方針決定の重要な職務を担当

することが会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。 

②本プランの発動に係る手続の設定 

ａ．本プランの発動に係る手続の設定 

当社株式に対する20％以上の買付等が行われる場合に、買付等を行う者又は買付等を提案する者

（以下「買付者等」と総称します。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社

が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣

の計画や代替案等を提示し、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めております。 

ｂ．新株予約権の無償割当て等と独立委員会 

買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を行う等、買付者等による買付等が

当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあると認められる場合には、当社は、当該買付

者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と

引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対

して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以下に規定されます。）により割り当てるこ

と、その他独立委員会が適切と判断する対抗措置を採ります。 

本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、当社取締役会の恣意的

な判断を排するため、独立委員会規程に従い社外者のみから構成される独立委員会の判断を 大限

尊重した上で、取締役会が決議を行い、株主に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保しま

す。 



ｃ．本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、買付者等以外の株主によ

り本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外

の株主に対して当社株式が交付された場合には、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、

大３分の１まで希薄化される可能性があると考えられます。 

③上記②の取組みについての取締役会の判断 

本プランは、 

ａ．経済省／法務省による買収防衛策の指針の要件を完全に充足していること。 

ｂ．企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的で導入していること。 

ｃ．株主思想を重視するものであること（株主総会への付議、サンセット条項等）。 

ｄ．社外者（独立委員会）の判断を重視していること。 

ｅ．合理的な客観的発動要件の設定。 

ｆ．第三者専門家の意見の取得 

 （独立委員会は、当社の費用で第三者専門家の意見を取得できることになっています）。 

ｇ．デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと。 

などの点から、高度な合理性を有しており、株主の共同利益を損なうものではないこと、また当該取

組みが、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

  

(注)平成19年４月16日開催の臨時取締役会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買

収防衛策）」及びこれに基づき制定された特別委員会規程について、委員会及び各委員が当社の業務執

行を行う経営陣から独立していることを明示するため、「特別委員会」の名称を「独立委員会」に、

「特別委員会規程」の名称を「独立委員会規程」に、それぞれ改め、加えて、独立委員会規程における

委員の資格要件として、当社の業務執行を行う経営陣から独立していることを明示的に必要とする旨の

一部改定を行いました。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

      

  

事業所名 
(所在地)

設備の内容

投資予定額
（百万円）

資金調達方法 着手年月 完了予定
完成後の
増加能力

総額 既支払額

DPS第2センター 
（東京都八王子市）

データプリン
トサービスセ
ンターの建設

1,407 991
自己資金及び
借入金

平成18年
10月

平成19年
10月

処理能力
100％増



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) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,400,000

計 15,400,000

種類
中間会計期間末現在 

発行数(株) 
(平成19年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成19年９月14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19年１月１日 
    ～ 
平成19年６月30日

― 5,815,294 ― 798,288 ― 600,052



(5) 【大株主の状況】 

平成19年６月30日現在 

 
(注) ジェイエムビーオー・ファンド・リミテッドから平成19年１月12日付で提出された大量保有報告書では、平成

19年１月４日現在で1,048千株（保有株式割合18.02％）を保有している旨の内容となっております。当社とし

ては当中間会計期間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。 
  
(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成19年６月30日現在 

 
(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式374株が含まれております。 

  
② 【自己株式等】 

平成19年６月30日現在 

 

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(％)

バンク オブ ニューヨーク 
ジーシーエム クライアント 
アカウンツ イー エル アー
ルジー 

VICTORIA PLAZA,111 BUCKINGHAM PALACE
ROAD LONDON SWIW OSB U.K.

1,000 17.20

㈱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 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２－６－１ 200 3.45

瀬 戸 政 春 東京都杉並区 189 3.25

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 115 1.98

計 ― 2,658 45.72

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    14,000

― ―

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    30,294 ― 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

14,000 ― 14,000 0.24

計 ― 14,000 ― 14,000 0.24

 



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・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。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(1) 役職の異動 

 
  

  

月別 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 975 986 980 995 995 1,050

最低(円) 950 939 900 945 945 945

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役 
（総務・法務部長）

常務取締役 
（総務・法務部長）

山 内 政 幸 平成19年３月29日

取締役 
（日本橋営業所統括）

取締役 
（社長補佐）

枝 廣 直 樹 平成19年６月４日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

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、前中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月

30日まで)及び当中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の中間財務諸表について、

監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財務状態及び経営成績に関する合

理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりでありま

す。 

 
   ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

① 資産基準 0.2％

② 売上高基準 0.0％

③ 利益基準 △1.5％

④ 利益剰余金基準 △0.1％



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 

前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 267,948 503,185 358,178

 ２ 受取手形 ※３ 180,599 189,717 209,115

 ３ 売掛金 1,084,293 1,036,194 1,014,707

 ４ たな卸資産 272,055 251,063 272,715

 ５ 前払費用 12,770 12,952 14,829

 ６ 繰延税金資産 47,216 37,737 22,731

 ７ その他 35,134 46,868 65,579

 ８ 貸倒引当金 △1,942 △1,656 △1,680

    流動資産合計 1,898,076 26.1 2,076,062 24.7 1,956,177 24.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 1,162,480 1,104,638 1,132,663

  (2) 機械及び装置 ※１ 330,968 337,739 323,968

  (3) 土地 2,512,195 3,022,854 3,022,854

    (4) 建設仮勘定 ― 479,285 285,714

  (5) その他 ※１ 33,485 28,623 29,955

    有形固定資産 
    合計

4,039,129 4,973,141 4,795,157

 ２ 無形固定資産 39,019 36,678 37,848

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 623,001 608,085 594,194

    (2) 関係会社株式 ― 10,000 10,000

  (3) 保険料積立金 359,949 367,418 366,658

  (4) 繰延税金資産 203,947 215,720 213,298

  (5) その他 124,954 118,495 122,158

  (6) 貸倒引当金 △10,445 △7,371 △10,481

    投資その他の 
    資産合計

1,301,406 1,312,347 1,295,829

   固定資産合計 5,379,555 73.9 6,322,167 75.3 6,128,835 75.8

   資産合計 7,277,631 100.0 8,398,230 100.0 8,085,012 100.0

 



 
  

前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※３ 353,924 399,623 326,713

 ２ 買掛金 664,363 673,013 693,366

 ３ 短期借入金 37,500 234,300 194,340

 ４ 未払法人税等 237,371 229,413 170,490

 ５ 賞与引当金 51,040 44,547 20,013

 ６ その他 ※２ 173,760 187,067 237,642

    流動負債合計 1,517,959 20.9 1,767,964 21.1 1,642,567 20.3

Ⅱ 固定負債

  １ 長期借入金 ― 594,509 538,299

 ２ 退職給付引当金 36,406 11,672 23,195

 ３ 役員退職慰労 
   引当金

234,937 251,040 242,822

 ４ その他 1,030 1,540 1,540

   固定負債合計 272,373 3.7 858,762 10.2 805,856 10.0

   負債合計 1,790,333 24.6 2,626,726 31.3 2,448,424 30.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 798,288 11.0 798,288 9.5 798,288 9.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 600,052 600,052 600,052

   資本剰余金合計 600,052 8.3 600,052 7.1 600,052 7.4

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 199,572 199,572 199,572

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 3,407,000 3,707,000 3,407,000

    繰越利益剰余金 439,535 454,686 613,017

   利益剰余金合計 4,046,107 55.6 4,361,259 51.9 4,219,589 52.2

 ４ 自己株式 △10,989 △0.2 △11,088 △0.1 △11,088 △0.1

   株主資本合計 5,433,459 74.7 5,748,511 68.4 5,606,842 69.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

53,839 0.7 22,992 0.3 29,746 0.3

   評価・換算差額等 
   合計

53,839 0.7 22,992 0.3 29,746 0.3

   純資産合計 5,487,298 75.4 5,771,503 68.7 5,636,588 69.7

   負債純資産合計 7,277,631 100.0 8,398,230 100.0 8,085,012 100.0

 



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18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

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 3,458,315 100.0 3,546,923 100.0 6,683,571 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 2,341,910 67.7 2,438,362 68.8 4,621,421 69.2

   売上総利益 1,116,405 32.3 1,108,561 31.2 2,062,149 30.8

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※１ 632,547 18.3 612,088 17.2 1,263,919 18.9

   営業利益 483,858 14.0 496,472 14.0 798,229 11.9

Ⅳ 営業外収益 ※２ 13,293 0.3 16,053 0.5 25,284 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※３ 1,089 0.0 6,216 0.2 6,275 0.1

   経常利益 496,061 14.3 506,309 14.3 817,239 12.2

Ⅵ 特別利益 ※４ 157 0.0 6,665 0.2 14,832 0.2

Ⅶ 特別損失
※５ 
※６

36,639 1.0 4,007 0.1 42,356 0.6

   税引前中間(当期) 
   純利益

459,579 13.3 508,967 14.4 789,714 11.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

230,661 223,466 355,652

   法人税等調整額 △34,126 196,535 5.7 △12,793 210,673 6.0 △2,463 353,188 5.3

   中間(当期)純利益 263,044 7.6 298,294 8.4 436,525 6.5



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成17年12月31日残高(千円) 798,288 600,052 600,052

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 利益処分による役員賞与

 別途積立金の積立

 中間純利益

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― ―

平成18年６月30日残高(千円) 798,288 600,052 600,052

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 199,572 3,107,000 662,130 3,968,702 △10,535 5,356,507

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △156,638 △156,638 △156,638

 利益処分による役員賞与 △29,000 △29,000 △29,000

 別途積立金の積立 300,000 △300,000 ― ―

 中間純利益 263,044 263,044 263,044

 自己株式の取得 △453 △453

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― 300,000 △222,594 77,405 △453 76,951

平成18年６月30日残高(千円) 199,572 3,407,000 439,535 4,046,107 △10,989 5,433,459

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 71,085 71,085 5,427,593

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △156,638

 利益処分による役員賞与 △29,000

 別途積立金の積立 ―

 中間純利益 263,044

 自己株式の取得 △453

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△17,246 △17,246 △17,246

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△17,246 △17,246 59,705

平成18年６月30日残高(千円) 53,839 53,839 5,487,298



当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高(千円) 798,288 600,052 600,052

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 別途積立金の積立

 中間純利益

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ ─

平成19年６月30日残高(千円) 798,288 600,052 600,052

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 199,572 3,407,000 613,017 4,219,589 △11,088 5,606,842

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △156,624 △156,624 △156,624

 別途積立金の積立 300,000 △300,000 ─ ─

 中間純利益 298,294 298,294 298,294

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ 300,000 △158,330 141,669 ─ 141,669

平成19年６月30日残高(千円) 199,572 3,707,000 454,686 4,361,259 △11,088 5,748,511

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 29,746 29,746 5,636,588

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △156,624

 別途積立金の積立 ─

 中間純利益 298,294

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△6,754 △6,754 △6,754

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△6,754 △6,754 134,915

平成19年６月30日残高(千円) 22,992 22,992 5,771,503



前事業年度の要約株主資本等変動計算書(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成17年12月31日残高(千円) 798,288 600,052 600,052

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 利益処分による役員賞与

 別途積立金の積立

 当期純利益

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ ─ ─

平成18年12月31日残高(千円) 798,288 600,052 600,052

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 199,572 3,107,000 662,130 3,968,702 △10,535 5,356,507

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △156,638 △156,638 △156,638

 利益処分による役員賞与 △29,000 △29,000 △29,000

 別途積立金の積立 300,000 △300,000 ─ ─

 当期純利益 436,525 436,525 436,525

 自己株式の取得 △552 △552

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ 300,000 △49,113 250,886 △552 250,334

平成18年12月31日残高(千円) 199,572 3,407,000 613,017 4,219,589 △11,088 5,606,842

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 71,085 71,085 5,427,593

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △156,638

 利益処分による役員賞与 △29,000

 別途積立金の積立 ─

 当期純利益 436,525

 自己株式の取得 △552

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△41,339 △41,339 △41,339

事業年度中の変動額合計(千円) △41,339 △41,339 208,995

平成18年12月31日残高(千円) 29,746 29,746 5,636,588



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 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 税引前中間(当期)純利益 459,579 508,967 789,714

 ２ 減価償却費 69,410 70,739 139,566

 ３ 減損損失 34,123 ─ 36,965

 ４ 受取利息及び受取配当金 △5,401 △7,080 △10,218

 ５ 支払利息 416 5,909 4,824

 ６ 固定資産除売却損益 2,358 4,007 2,929

 ７ 投資有価証券売却損益 ― △6,665 △12,875

 ８ 売上債権の増減額 
   (△増加額)

△26,252 △2,089 14,817

 ９ たな卸資産の増減額 
   (△増加額)

38,144 21,652 37,484

 10 仕入債務の増減額 
   (△減少額)

△20,332 23,648 △10,979

 11 未払消費税等の増減額 
   (△減少額)

△16,714 1,335 △25,958

 12 役員賞与の支払額 △29,000 ― △29,000

 13 その他 △41,156 △4,299 △60,508

    小計 465,173 616,124 876,762

 14 利息及び配当金の受取額 5,401 7,080 10,218

 15 利息の支払額 △423 △6,054 △5,660

 16 法人税等の支払額 △213,996 △165,057 △405,131

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

256,156 452,092 476,189

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

△47,163 △234,489 △858,104

 ２ 有形固定資産の売却 
   による収入

2,252 1,510 2,252

 ３ 投資有価証券の取得 
   による支出

△30,253 △69,939 △34,464

 ４ 投資有価証券の売却 
   による収入

122 56,287 430

 ５ 関係会社株式の取得 
   による支出

― ─ △10,000

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△75,043 △246,631 △899,886



  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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)

37,500 ─ ─

  ２ 長期借入れによる収入 200,000 800,000

 ３ 長期借入金の返済 
   による支出

― △103,830 △67,361

 ４ 自己株式の取得 
   による支出

△453 ─ △552

 ５ 配当金の支払額 △156,638 △156,624 △156,638

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△119,592 △60,454 575,447

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)

61,520 145,006 151,750

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  期首残高

206,427 358,178 206,427

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  中間期末(期末)残高

267,948 503,185 358,178



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) たな卸資産

製品、仕掛品

個別原価法

原材料

移動平均法による

原価法

(1) たな卸資産

同左

(1) たな卸資産

同左

(2) 有価証券

    

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場

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)

時価のないもの

移動平均法による

原価法

(2) 有価証券

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

 同左 

  

  

  

  

  

 

時価のないもの

同左

(2) 有価証券

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)

時価のないもの

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 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

機械及び装置   10年

(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

機械及び装置   10年

(1) 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

機械及び装置   10年



  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェ

アについては、社内に

おける利用可能期間

(５年)に基づく定額法

を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 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

性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

同左

(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

額の当中間会計期間負

担額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

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。

(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

の当中間会計期間負担

額を計上しておりま

す。 

(3) 役員賞与引当金

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。 

    

(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。

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分

した額を、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。

(4) 退職給付引当金

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。

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分

した額を、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。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規

に基づく中間期末要支

給額を計上しておりま

す。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額

を計上しております。



 

  

会計処理の変更 

  

 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

４ 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 

 

同左

５ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲

中間キャッシュ・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 

 

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。

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 固定資産の減損に

係る会計基準

 当中間会計期間から「固
定資産の減損に係る会計基
準」(「固定資産の減損に
係る会計基準の設定に関す
る意見書」(企業会計審議
会 平成14年8月9日))及び
「固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」(企業
会計基準委員会 平成15年
10月31日 企業会計基準適
用指針第6号)を適用してお
ります。 
 これにより営業利益及び
経常利益が439千円増加
し、税引前中間純利益が
33,684千円減少しておりま
す。 
 なお、減損損失累計額に
ついては、改正後の中間財
務諸表等規則に基づき当該
各資産の金額から直接控除
しております。

―――― 当事業年度から「固定資
産の減損に係る会計基準」
(「固定資産の減損に係る
会計基準の設定に関する意
見書」(企業会計審議会
平成14年8月9日))及び「固
定資産の減損に係る会計基
準の適用指針」(企業会計
基準委員会 平成15年10月
31日 企業会計基準適用指
針第6号)を適用しておりま
す。 
 これにより営業利益及び
経常利益が879千円増加
し、税引前当期純利益が
36,085千円減少しておりま
す。 
 なお、減損損失累計額に
ついては、当該各資産の金
額から直接控除しておりま
す。



  

 
  
  
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

２ 貸借対照表の純資

産の部の表示に関

する会計基準

 当中間会計期間から「貸

借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準

第5号)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平

成17年12月9日 企業会計

基準適用指針第8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。 

 従来の資本の部の合計に

相当する金額は5,487,298

千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規

則の改正により、当中間会

計期間における中間財務諸

表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成してお

ります。

――――
 

 当事業年度から「貸借対

照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第5

号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準

適用指針第8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。 

 従来の資本の部の合計に

相当する金額は5,636,588

千円であります。 

 なお、当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財

務諸表等規則により作成し

ております。

３ 役員賞与に関する

会計基準

 当中間会計期間から「役

員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計

基準第4号)を適用しており

ます。 

 これにより、従来の方法

に比べて、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益

が、15,000千円減少してお

ります。

――――
  
 

 当事業年度から「役員賞

与に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計基準

第4号)を適用しておりま

す。 

 これにより、従来の方法

に比べて、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益

が、29,000千円減少してお

ります。

 

４ 固定資産の減価償

却方法

――――
 

法人税法の改正（「所得
税法等の一部を改正する法
律 平成19年3月30日 法
律第6号」及び「法人税法
施行令の一部を改正する政
令 平成19年3月30日 政
令第83号」）に伴い、平成
19年4月1日以降に取得した
ものについては、改正後の
法人税法に基づく方法に変
更しております。 
 これによる損益に与える
影響は軽微であります。

――――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

項目
前中間会計期間末 
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度末 
(平成18年12月31日)

※1) 有形固定資産減

価償却累計額  

 
3,010,012千円

 
3,075,805千円 3,069,228千円

※2) 未払消費税等 仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めて表

示しております。

同左 ───

※3) 中間期末日(期

末日)

満期手形

─── 中間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、当中間決算期末日が

休日であったため、次の中

間期末日満期手形が中間期

末残高に含まれておりま

す。

 受取手形 16,030千円

 支払手形 9,000千円

 

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、当決算期末日が休日

であったため、次の期末日

満期手形が期末残高に含ま

れております。

 受取手形 15,308千円

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※1) 有形固定資産

減価償却実施額
68,116千円 69,568千円 137,102千円

※2) 営業外収益の

主なもの

 

受取配当金 4,582千円

受取賃貸料 3,772千円
 

受取配当金 5,710千円

受取賃貸料 4,921千円

受取配当金 7,103千円

受取保険金 1,759千円

受取賃貸料 8,514千円

有価証券利息 3,113千円

※3) 営業外費用の

主なもの  
支払利息 416千円

 
支払利息 5,909千円

 
支払利息 4,824千円

※4) 特別利益の主な

もの  

固定資産
売却益

157千円
 

投資有価証券
売却益

6,665千円
 

投資有価証券
売却益

12,875千円

※5) 特別損失の主な

もの

固定資産
除却損

1,296千円

固定資産
売却損

1,218千円

減損損失額 34,123千円

固定資産
除却損

1,395千円

固定資産
売却損

2,612千円

固定資産
除却損

1,868千円

投資有価証券
売却損

1,218千円

減損損失額 36,965千円



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※6） 減損損失  当中間会計期間におい
て、当社は以下の資産につ
いて減損損失を計上しまし
た。

―――― 当社は固定資産の減損に
係る会計基準の適用に当っ
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
減損損失

 (千円)

賃貸 
資産

建物 
土地

東京都 
港区

30,026

遊休 
資産

建物 
土地

新潟県 
新潟市

4,097

 

用途 種類 場所
減損損失

 (千円)

賃貸 
資産

建物 
土地

東京都 
港区

30,026

遊休 
資産

建物 
土地

新潟県 
新潟市

4,710

遊休 
資産

建物 
土地

山梨県 
笛吹市

2,228

（経緯）
 賃貸資産については市場
価格の下落及び賃料水準の
低迷により、遊休資産につ
いては営業所の移転により
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
額し、当該減少額を減損損
失(34,123千円)として特別
損失に計上いたしました。

（経緯）
 賃貸資産については市場
価格の下落及び賃料水準の
低迷により、遊休資産につ
いては営業所の移転及び工
場の統廃合により現在未使
用となっているため、それ
ぞれについて帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当
該 減 少 額 を 減 損 損 失
(36,965千円)として特別損
失に計上いたしました。

 

（減損損失の内訳）

建 物 10,227千円

土 地 23,896千円

計 34,123千円
 

（減損損失の内訳）

建 物 11,177千円

土 地 25,787千円

計 36,965千円

(グルーピングの方法)

 当社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、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。

(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) 
 賃貸資産の回収可能価額
は使用価値で測定してお
り、将来キャッシュ・フロ
ーを5.2％で割り引いて算
定しております。また、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
基礎として評価しておりま
す。

(回収可能価額の算定方法
等) 
 賃貸資産の回収可能価額
は使用価値で測定してお
り、将来キャッシュ・フロ
ーを5.2％で割り引いて算
定しております。また、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。



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  

 
(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  420株 

  

３ 配当に関する事項 

配当金支払額 

  

 
  

  

当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  

 
  

３ 配当に関する事項 

配当金支払額 

  

 

株式の種類
前事業年度末 

株式数
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末 
株式数

普通株式(株) 5,815,294 ― ― 5,815,294

株式の種類
前事業年度末 

株式数
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末 
株式数

普通株式(株) 13,854 420 ― 14,274

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18年３月30日 
定時株主総会

普通株式 156,638 27.00 平成17年12月31日 平成18年３月31日

株式の種類
前事業年度末 

株式数
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末 
株式数

普通株式(株) 5,815,294 ― ― 5,815,294

株式の種類
前事業年度末 

株式数
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末 
株式数

普通株式(株) 14,374 ― ― 14,374

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19年３月29日 
定時株主総会

普通株式 156,624 27.00 平成18年12月31日 平成19年３月30日



前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(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  520株 

  

３ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

 
  

 (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 

 
  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類
前事業年度末 

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末 
株式数

普通株式(株) 5,815,294 ― ― 5,815,294

株式の種類
前事業年度末 

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当業年度末 
株式数

普通株式(株) 13,854 520 ― 14,374

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18年３月30日 
定時株主総会

普通株式 156,638 27.00 平成17年12月31日 平成18年３月31日

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19年3月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 156,624 27.00 平成18年12月31日 平成19年３月30日

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成18年６月30日)

 現金及び預金勘定 267,948千円

 現金及び現金同等
物

267,948千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成19年６月30日)

 現金及び預金勘定 503,185千円

 現金及び現金同等
物

503,185千円

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18年12月31日)

 現金及び預金勘定 358,178千円

現金及び現金同等
物

358,178千円



(リース取引関係) 

  

 
  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18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 リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

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

額相当額及び中間期末

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

減価 

償却 

累計額 

相当額

中間 

期末 

残高 

相当額

機械 

及び 

装置

千円

278,494

千円

134,195

千円

144,298

その他 

(有形固定

資産)

155,352 109,802 45,550

ソフト 

ウェア
45,800 16,137 29,662

合計 479,646 260,135 219,510

取得 

価額 

相当額

減価 

償却 

累計額 

相当額

中間 

期末 

残高 

相当額

機械 

及び 

装置

千円

574,564

千円

123,668

千円

450,896

その他 

(有形固定

資産)

83,400 64,123 19,276

ソフト 

ウェア
40,000 17,777 22,222

合計 697,964 205,569 492,395

取得 

価額 

相当額

減価 

償却 

累計額 

相当額

期末 

残高 

相当額

機械 

及び 

装置

千円

694,564

千円

185,787

千円

508,776

その他 

(有形固定

資産)

155,352 125,337 30,015

ソフト 

ウェア
45,800 20,051 25,748

合計 895,716 331,176 564,540

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年以内 81,728千円

１年超 144,631千円

合計 226,360千円

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年以内 109,426千円

１年超 392,305千円

合計 501,731千円

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年以内 127,988千円

１年超 444,246千円

合計 572,234千円

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

48,067千円

 (2) 減価償却費相当額

43,457千円

 (3) 支払利息相当額

4,645千円

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

79,589千円

 (2) 減価償却費相当額

72,145千円

 (3) 支払利息相当額

9,086千円

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

126,405千円

 (2) 減価償却費相当額

114,497千円

 (3) 支払利息相当額

12,788千円

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

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

５ 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

(前中間会計期間末)(平成18年６月30日現在) 

  

 
  

(当中間会計期間末)(平成19年６月30日現在) 

  

 
  

有価証券

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの

取得価額 中間貸借対照表計上額 差額
千円 千円 千円

(1) 株式 309,528 389,234 79,706

(2) その他 90,861 101,931 11,070

合計 400,390 491,166 90,776

 

４ 時価のない有価証券の主な内容及び中間貸借対照表計上額
  その他有価証券

   非上場株式 106,831千円

   非上場社債 25,003千円

 

有価証券

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの

取得価額 中間貸借対照表計上額 差額
千円 千円 千円

(1) 株式 309,440 348,077 38,637

(2) その他 128,094 128,222 128

合計 437,534 476,300 38,765

 

 

４ 時価のない有価証券の主な内容及び中間貸借対照表計上額
  その他有価証券
   (1) その他の有価証券

    非上場株式 106,781千円

    非上場社債 25,003千円

   (2) 関係会社株式

    子会社株式 10,000千円

 



(前事業年度末)(平成18年12月31日現在) 

  

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30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。 

  

当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30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。 

  

前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18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。 

  

  

(ストック・オプション等関係) 
  

 
  

  

(持分法損益等) 
  

有価証券

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

 

３ その他有価証券で時価のあるもの

取得価額 貸借対照表計上額 差額
千円 千円 千円

(1) 株式 309,440 358,751 49,310

(2) その他 102,765 103,608 842

合計 412,205 462,359 50,153

 

 

 

４ 時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額
 (1) その他有価証券

    非上場株式 106,831千円

    非上場社債 25,003千円

   (2) 関係会社株式

    子会社株式 10,000千円

 

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

該当事項はありません。 同左 同左

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

該当事項はありません。 同左 同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 945円92銭 994円93銭 971円67銭

１株当たり中間(当期)
純利益

45円34銭 51円42銭 75円25銭

（追加情報）  

 当中間会計期間から、改

正後の「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年１月31日

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」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年１月31日

企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 

 これによる影響はありま

せん。

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

損益計算書上の中間
(当期)純利益

263,044千円 298,294千円 436,525千円

普通株式に係る中間
(当期)純利益

263,044千円 298,294千円 436,525千円

普通株主に帰属しない
金額

―千円 ―千円 ―千円

普通株式の期中平均株
式数

5,801千株 5,800千株 5,801千株

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

該当事項はありません。 同左 同左



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期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39期(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  平成19年３月29日関東財務局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年９月15日

光ビジネスフォーム株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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18年１月１日から平成18年12月31日までの第39期事業年度の中間

会計期間（平成18年１月１日から平成18年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間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中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

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。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、光ビジネスフォーム株式会社の平成18年6月30現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用して

いるため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

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

 

  

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  ㊞

(注) 上記は、中間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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年９月14日

光ビジネスフォーム株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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19年１月１日から平成19年12月31日までの第40期事業年度の中間

会計期間（平成19年１月１日から平成19年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間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中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

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。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、光ビジネスフォーム株式会社の平成19年6月30現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を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

 

  

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  ㊞

(注) 上記は、中間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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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