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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】

提出会社の状況

　

回次 第39期中 第40期中 第41期中 第39期 第40期

会計期間

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20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　12月31日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (千円) 3,458,3153,546,9233,839,4836,683,5717,002,366

経常利益 (千円) 496,061 506,309 593,453 817,239 914,975

中間(当期)純利益 (千円) 263,044 298,294 301,203 436,525 471,613

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) 5,815,2945,815,2945,815,2945,815,2945,815,294

純資産額 (千円) 5,487,2985,771,5035,970,3815,636,5885,895,441

総資産額 (千円) 7,277,6318,398,2309,042,3848,085,0128,678,837

１株当たり純資産額 (円) 945.92 994.93 1,029.54 971.67 1,016.60

１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 45.34 51.42 51.94 75.25 81.31

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 41.00

自己資本比率 (％) 75.4 68.7 66.0 69.7 67.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 256,156 452,092 210,263 476,189 791,975

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △75,043△246,631△430,517△899,886△713,851

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △119,592△60,454 58,077 575,447 △1,743

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 267,948 503,185 272,383 358,178 434,559

従業員数
（ほか、平均臨時
雇用者数）

(名)
276
(35)

270
(34)

275
(41)

276
(34)

281
(33)

(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。

　

EDINET提出書類

光ビジネスフォーム株式会社(E00708)

半期報告書

 2/35



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

　

従業員数(名)
275

　　　　　　　　(41)

　　　　(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。

　

(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。
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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、米国サブプライム問題に端を発した米国景気の減速や、原材料

・エネルギー価格の高騰などによる企業収益の悪化に加え、設備投資や個人消費の伸びが鈍化するなど

景気の減速感が増してきました。

　ビジネスフォーム業界におきましては、IT化の進展により需要が減少している中で資材の高騰を受け厳

しい経営環境が続きました。

このような情勢の中で、当社は昨年完成したＤＰＳ第２センターの本格稼動を図り、新規顧客、既存取

引先への、企画提案型の販売活動を展開するとともに、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3,839百万円(前年同期比8.2％増)、経常利益593百万円(同17.2％増)、中間純利益301百万円

(1.0％増)となりました。

　

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間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162百万円減少し、272百万円となりました。 

　当中間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）

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210百万円（前年同期比241百万円の減少）

となりました。これは主として税引前中間純利益527百万円、減価償却費108百百万、売上債権の増加額

114万円及び法人税等の支払額216百万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430百万円（前年同期比183百万円の減少）

となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出194百万円及び投資有価証券の取得によ

る支出231百万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得られた資金は58百万円（前年同期比118百万円の増加）

となりました。これは主として短期借入れによる収入452百万円、長期借入金の返済による支出156百万

円及び配当金の支払237百万円によるものであります。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　

品目 生産高(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム 1,830,528 101.4

一般帳票類 770,389 106.1

データプリント及び関連加工 898,147 132.7

合計 3,499,064 109.1

(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

　

品目 金額(千円) 前年同期比(％)

サプライ商品 76,870 98.6

(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

　

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 2,117,734 106.0 393,293 103.8

一般帳票類 785,801 109.6 19,066 102.2

データプリント及び関連加工 919,387 136.2 26,811 338.6

合計 3,822,922 112.8 439,170 108.3

(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

　

品目 金額(千円) 前年同期比(％)

ビジネスフォーム 2,068,553 101.7

一般帳票類 770,389 106.1

データプリント及び関連加工 898,147 132.7

サプライ商品 102,393 91.9

合計 3,839,483 108.2

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

(1) 当面の課題

ビジネスフォーム印刷業界におきましては、IT化の進展で一般フォーム印刷の需要減少が続くなか、用

紙価格の高騰、同業者間の競争激化など厳しい経営状況が続くものと考えられます。 

　この様な情勢を踏まえて、当社は具体的な企画提案力を強化し、質、量とも需要の拡がりが期待されます

データ処理業務、バリアブル印刷等の新しい顧客ニーズの発掘に努め昨年末完成しましたＤＰＳ第２セ

ンターの稼働率向上を図ってまいります。

　また、生産面におきましては、当社主要製品の材料であります用紙の調達につきまして可能な限りの低

価格で仕入れるべく最大限の努力と、ＤＰＳ第２センターを始め、高尾、野田、ＤＰＳ第１センターの各工

場の連係のもと、機動的な生産活動を展開し、原価率の一層の低減と、高品質製品の提供に努めてまいり

ます。

一方、従来から取組んでおりますISO活動やプライバシーマーク活動を通じて、社会的に関心の高まっ

ている環境への取組みや法令遵守といった企業の社会的責任を果たすべく、努力してまいりたいと思い

ます。

　

　

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

①基本方針の内容

当社はビジネスフォームおよびその関連事業を専業とする会社として創業して以来40年になります

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。すなわち、情報技術

（IT）の急速な進歩により社会の情報化はますます進む傾向にあり、お客様のニーズも多様化してお

りますが、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製品・サービスを提供してまいりました。このようにお客様の多様なニーズを

的確に把握し、お客様にご満足いただける製品・サービスを提供するという「顧客第一主義」を実践

するためには、例えば、お客様に商品企画・開発時より参画していただく等、お客様との間で密接な信

頼関係を構築・維持することが不可欠となります。 

　また、当社ではお客様のさまざまなニーズに対し、クオリティの高い製品・サービスをお届けできる

よう、“製販社内一貫管理体制”を敷き、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、途切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１～３名に対して必ず

１名の営業サポートがつく体制を確立することにより、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ようにしております。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。 

　このように、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。 

　従いましてこれらのことが、当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、かつ向上さ

せられるのでなければならないと考えますし、また、外部者である買収者から大量買付の提案を受けた

際には、当社の企業価値を構成する事項等を適切に把握した上で、当該買付が当社の企業価値・株主共

同の利益に及ぼす影響を判断していく必要があるものと考えております。 
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②基本方針の実現のための取組み

　ａ．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他基本方針の実現に資する特別な取組み

我が国ではこの40年オフィス周りのコンピュータ化がめざましく進展しましたが、近年は更にデ

ジタル化・ネット化が加速しており、ビジネスフォームの需要は逓減傾向をたどっております。当社

内においてもデータ処理及びその関連業務の本流化が進行し、業務内容、業務量に対する影響が一般

と鮮明になってまいりました。 

　今後の当社を取り巻くビジネス環境や需要動向から、当社の中長期的な成長のためにはＤＰＳ第２

センターに対する設備投資計画を遂行することが最善であり、そのための具体的な付帯施策に取り

組むことで当社の企業価値・株主共同の利益の最大化を目指していきたいと考えております。 

　ｂ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み

当社は、当社の発行済株式総数の20％以上の株式保有を目指す大量取得行為に関する対応策（以

下、「買収防衛策」といいます。）につき、平成19年３月29日開催の第39回定時株主総会において、ご

承認をいただきました。（詳細は、平成19年１月10日付公表資料「当社株式の大量取得行為に関する

対応策（買収防衛策）の導入について」をご参照ください。当社ウェブサイトに掲載しています。

http://www.hikaribf.co.jp） 

③上記②の取組みに関する当社の取締役会の判断及びその理由

　ａ．上記①に掲げる基本方針に沿うものであること

当社の買収防衛策は、当社株式の大量買付が行われる場合の当社における手続を定め、株主のみな

さまが適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保した上で、株主のみなさまに当社

経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としており、当社取締役会は、上記②

の取組みが、上記①に掲げる基本方針に沿うものであると考えます。 

　ｂ．当社の株主の共同の利益を損なうものでないこと及び当社役員の地位の維持を目的とするもの

でないこと

当社の買収防衛策の発動等に際しては独立性の高い独立委員会の勧告を必ず経ることとなってお

り、買収防衛策の有効期限は３年間とし、更新する場合には、株主総会決議による承認を必要とする

など、株主の共同の利益を損うものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもあ

りません。 

 

　

　

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。
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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

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。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,400,000

計 15,400,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末現在
発行数(株)

(平成20年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成20年９月９日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

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 ― ―

　

(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】

　

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20年１月１日
　　　 ～
平成20年６月30日

― 5,815,294 ― 798,288 ― 600,052
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(5) 【大株主の状況】

平成20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(％)

内外カーボンインキ㈱ 大阪府高槻市上土室６－１７－１ 550 9.46

㈱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

瀬　戸　政　春 東京都杉並区 190 3.27

光ビジネスフォーム
従業員持株会

東京都新宿区西新宿２－６－１ 170 2.94

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海１－８－１１ 143 2.46

富士フィルムビジネスサプライ
㈱

東京都中央区銀座２－２－２ 141 2.43

㈱りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 133 2.29

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 

CITYGROUP CENTRE,CANADA SQUARE,CANARY 
WHARF LONDON E14 5LB,UNITED KINGDOM

127 2.19

計 ― 2,214 38.08

（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12月28日付で提出された大量保有報告書では、平成19

年12月21日現在で191千株（保有株式割合3.28％）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20年６月30日現在

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   　16,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　5,770,000 5,770 ―

単元未満株式 普通株式     29,294― 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 ― 5,770 ―

(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式234株が含まれております。
　
② 【自己株式等】

平成20年６月30日現在

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

16,000 ― 16,000 0.28

計 ― 16,000 ― 16,000 0.28
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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】

　

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 905 799 777 770 850 830

最低(円) 751 735 680 718 750 771

(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

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
（営業本部長）

常務取締役
（営業副本部長兼
新宿営業所長）

坂　下　正　已 平成20年３月28日
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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19年１月１日から平成19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20年１月１日から平成20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、前中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定

に基づき、また当中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)は金融商品取引法第193条の

２第１項の規定に基づき、それぞれ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。

① 資産基準 0.3％

② 売上高基準 0.0％

③ 利益基準 △2.2％

④ 利益剰余金基準 △1.4％

　　　※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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【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19年６月30日)

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19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 503,185 272,383 434,559

　２　受取手形 ※３ 189,717 162,973 224,526

　３　売掛金 1,036,194 1,111,516 935,689

　４　たな卸資産 251,063 272,559 272,716

　５　前払費用 12,952 13,235 16,452

　６　繰延税金資産 37,737 29,665 25,838

　７　その他 46,868 61,142 68,102

　８　貸倒引当金 △1,656 △1,197 △1,572

　　　　流動資産合計 2,076,06224.7 1,922,27921.3 1,976,31222.8

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 ※１ 1,104,638 1,943,111 1,981,948

　　(2) 機械及び装置 ※１ 337,739 662,336 335,813

　　(3) 土地 3,022,854 3,022,854 3,022,854

    (4) 建設仮勘定 479,285 ― ―

　　(5) その他 ※１ 28,623 74,887 77,826

　　　　有形固定資産
　　　　合計

4,973,141 5,703,190 5,418,443

　２　無形固定資産 36,678 58,815 39,080

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 608,085 774,395 525,115

    (2) 関係会社株式 10,000 10,000 10,000

　　(3) 保険料積立金 367,418 322,776 372,206

　　(4) 繰延税金資産 215,720 179,508 258,858

　　(5) その他 118,495 123,731 113,561

　　(6) 貸倒引当金 △7,371 △52,312 △34,740

　　　　投資その他の
　　　　資産合計

1,312,347 1,358,098 1,245,001

　　　固定資産合計 6,322,16775.3 7,120,10478.7 6,702,52577.2

　　　資産合計 8,398,230100.0 9,042,384100.0 8,678,837100.0
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前中間会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19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 ※３ 399,623 381,689 404,317

　２　買掛金 673,013 705,400 675,222

　３　短期借入金 234,300 753,800 301,500

　４　未払法人税等 229,413 165,871 223,015

　５　賞与引当金 44,547 35,407 17,096

　６　その他 ※２ 187,067 520,993 313,518

　　　　流動負債合計 1,767,96421.1 2,563,16428.4 1,934,67122.3

Ⅱ　固定負債

  １　長期借入金 594,509 431,409 587,759

　２　退職給付引当金 11,672 ― ―

　３　役員退職慰労
　　　引当金

251,040 75,889 259,425

　４　その他 1,540 1,540 1,540

　　　固定負債合計 858,76210.2 508,8385.6 848,7249.8

　　　負債合計 2,626,72631.3 3,072,00234.0 2,783,39532.1

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 798,2889.5 798,2888.8 798,2889.2

　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 600,0527.1 600,0526.6 600,0526.9

　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 3,707,000 3,947,000 3,707,000

　　　　繰越利益剰余金 454,686 451,442 628,006

　　　利益剰余金合計 4,361,25951.9 4,598,01450.9 4,534,57852.3

　４　自己株式 △11,088△0.1 △12,932△0.1 △12,826△0.2

　　　株主資本合計 5,748,51168.4 5,983,42266.2 5,920,09268.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

22,9920.3 △13,041△0.2 △24,650△0.3

　　　評価・換算差額等
　　　合計

22,9920.3 △13,041△0.2 △24,650△0.3

　　　純資産合計 5,771,50368.7 5,970,38166.0 5,895,44167.9

　　　負債純資産合計 8,398,230100.0 9,042,384100.0 8,678,837100.0
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② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年１月１日
至　平成19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 3,546,923100.0 3,839,483100.0 7,002,366100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 2,438,36268.8 2,653,60269.1 4,866,91869.5

　　　売上総利益 1,108,56131.2 1,185,880
30.9
 

2,135,44730.5

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

※１ 612,08817.2 601,340
15.7
 

1,238,81017.7

　　　営業利益 496,47214.0 584,54015.2 896,63612.8

Ⅳ　営業外収益 ※２ 16,0530.5 21,4940.6 31,9850.5

Ⅴ　営業外費用 ※３ 6,2160.2 12,5810.3 13,6460.2

　　　経常利益 506,30914.3 593,45315.5 914,97513.1

Ⅵ　特別利益 ※４ 6,6650.2 11,1460.3 9,9330.1

Ⅶ　特別損失 ※５ 4,0070.1 76,6602.0 70,7421.0

　　　税引前中間(当期)
　　　純利益

508,96714.4 527,93913.8 854,16612.2

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

223,466 159,177 393,899

　　　法人税等調整額 △12,793210,6736.0 67,558226,7356.0 △11,347382,5525.5

　　　中間(当期)純利益 298,2948.4 301,2037.8 471,6136.7
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(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) 199,5723,407,000613,0174,219,589△11,0885,606,842

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) 199,5723,707,000454,6864,361,259△11,0885,748,511

　

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 29,7465,636,588

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 22,9925,771,503
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当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20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19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

　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20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19年12月31日残高(千円) 199,5723,707,000628,0064,534,578△12,8265,920,092

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △237,767△237,767 △237,767

　別途積立金の積立 240,000△240,000 ― ―

　中間純利益 301,203 301,203 301,203

　自己株式の取得 △105 △105

　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)

― 240,000△176,563 63,436 △105 63,330

平成20年６月30日残高(千円) 199,5723,947,000451,4424,598,014△12,9325,983,422

　

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19年12月31日残高(千円) △24,650 △24,6505,895,441

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △237,767

　別途積立金の積立 ―

　中間純利益 301,203

　自己株式の取得 △105

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

11,609 11,609 11,609

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

11,609 11,609 74,939

平成20年６月30日残高(千円) △13,041 △13,0415,970,381

　

EDINET提出書類

光ビジネスフォーム株式会社(E00708)

半期報告書

17/35



前事業年度の要約株主資本等変動計算書(自　平成19年１月１日　至　平成19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18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

　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19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18年12月31日残高(千円) 199,5723,407,000613,0174,219,589△11,0885,606,842

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △156,624△156,624 △156,624

　別途積立金の積立 300,000△300,000 ― ―

　当期純利益 471,613 471,613 471,613

　自己株式の取得 △1,738 △1,738

　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 14,988 314,988 △1,738 313,250

平成19年12月31日残高(千円) 199,5723,707,000628,0064,534,578△12,8265,920,092

　

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 29,7465,636,588

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △156,624

　別途積立金の積立 ―

　当期純利益 471,613

　自己株式の取得 △1,738

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△54,397 △54,397 △54,397

事業年度中の変動額合計(千円) △54,397 △54,397 258,853

平成19年12月31日残高(千円) △24,650 △24,6505,895,441
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20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19年１月１日
至　平成19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 508,967 527,939 854,166

　２　減価償却費 70,739 108,274 150,138

　３　役員退職慰労引当金
　　　の増減額(△減少額)　

─ △183,535 16,603

　４　受取利息及び受取配当金 △7,080 △8,759 △10,475

　５　支払利息 5,909 8,265 13,334

　６　固定資産除売却損益 4,007 1,431 6,369

　７　投資有価証券売却損益 △6,665 ― △6,665

　８　ゴルフ会員権評価損 ― ― 6,510

　９　売上債権の増減額
　　　(△増加額)

△2,089 △114,275 63,607

　10　たな卸資産の増減額
　　　(△増加額)

21,652 157 △0

　11　仕入債務の増減額
　　　(△減少額)

23,648 65,005 5,525

　12　未払消費税等の増減額
　　　(△減少額)

1,335 20,625 △11,129

　13　その他 △4,299 1,841 48,388

　　　　小計 616,124 426,969 1,136,371

　14　利息及び配当金の受取額 7,080 8,759 10,475

　15　利息の支払額 △6,054 △8,560 △13,090

　16　法人税等の支払額 △165,057 △216,904 △341,781

　　　営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

452,092 210,263 791,975

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

△234,489 △194,113 △703,544

　２　有形固定資産の売却
　　　による収入

1,510 1,301 1,710

　３　無形固定資産の取得
　　　による支出

― △8,000 △600

　４　投資有価証券の取得
　　　による支出

△69,939 △231,573 △69,939

　５　投資有価証券の売却
　　　による収入

56,287 1,868 58,522

　　　投資活動による
　　　キャッシュ・フロー

△246,631 △430,517 △713,851
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前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20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19年１月１日
至　平成19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)

─ 452,300 ―

  ２　長期借入れによる収入 200,000 ― 400,000

　３　長期借入金の返済
　　　による支出

△103,830 △156,350 △243,380

　４　自己株式の取得
　　　による支出

─ △105 △1,738

　５　配当金の支払額 △156,624 △237,767 △156,624

　　　財務活動による
　　　キャッシュ・フロー

△60,454 58,077 △1,743

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)

145,006 △162,176 76,381

Ⅵ　現金及び現金同等物
　　期首残高

358,178 434,559 358,178

Ⅶ　現金及び現金同等物
　　中間期末(期末)残高

503,185 272,383 434,559
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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

子会社株式
移動平均法による原
価法

(2) 有価証券

子会社株式

　　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
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)

その他有価証券

時価のあるもの

　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
移動平均法による
原価法

時価のないもの

同左

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
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

　同左

 

(1) 有形固定資産

　同左

(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
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

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。

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。
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

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

 

　

会計方針の変更

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　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。

―――― 　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。

　

表示方法の変更

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

―――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間において流動負債の「支払手形」に含
めて表示しておりました「設備支払手形」については、
負債及び純資産の合計額の100分の1超となったため、当
中間会計期間より流動負債の「その他」に含めて表示し
ております。
　なお、前中間会計期間末の「設備支払手形」は32,429千
円であり、当中間会計期間末の「設備支払手形」は
304,426千円であります。

―――― （中間キャッシュ・フロー計算書）

　前中間会計期間において営業活動によるキャッシュ・
フローの小計区分前の「その他」に含めて表示しており
ました「役員退職慰労引当金の増減額」(前中間会計期
間8,218千円)については、重要性が増したため、当中間会
計期間より区分掲記しております。

　

追加情報

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　固定資産の減価償

却方法

――――
 

　法人税法の改正に伴い、平
成19年3月31日以前に取得
した有形固定資産について
は、改正前の法人税法に基
づく減価償却の方法の適用
により償却可能限度額まで
償却が終了した事業年度の
翌事業年度から、5年間にわ
たり均等償却しておりま
す。
　これによる損益に与える
影響は軽微であります。

――――
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

　

項目
前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成19年12月31日)

※1)　有形固定資産減

価償却累計額

 
3,075,805千円

 
3,207,346千円

　
3,116,278千円

※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 21,989千円

　

(中間損益計算書関係)

　

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※1)　有形固定資産

減価償却実施額
69,568千円 104,709千円 147,738千円

※2)　営業外収益の

主なもの
受取配当金 5,710千円

受取賃貸料 4,921千円

受取配当金 7,680千円

有価証券利息 1,029千円

受取保険金 4,403千円

受取賃貸料 4,722千円

受取配当金 6,801千円

有価証券利息 3,618千円

受取保険金 5,076千円

受取賃貸料 9,266千円

※3)　営業外費用の

主なもの
支払利息 5,909千円支払利息 8,265千円支払利息 13,334千円

※4)　特別利益の主な

もの

投資有価証券
売却益

6,665千円保険積立金
戻入益

9,581千円投資有価証券
売却益

6,665千円

預託金返還益 3,200千円

※5)　特別損失の主な

もの

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 2,122千円

貸倒引当金
繰入額

18,100千円

役員退職
慰労金 56,438千円

固定資産
除却損 3,824千円

固定資産
売却損 2,612千円

ゴルフ会員権
評価損 6,510千円

貸倒引当金
繰入額 27,000千円

大規模買付
対応費用 30,390千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(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

　

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

　

２　自己株式に関する事項

　

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

　

３　配当に関する事項

配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成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

　

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

　

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

　

２　自己株式に関する事項

　

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) 16,094 140 ― 16,234

(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　140株

　

３　配当に関する事項

配当金支払額
　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年３月28日
定時株主総会

普通株式 237,767 41.00平成19年12月31日 平成20年３月31日
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前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
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

　

２　自己株式に関する事項

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) 14,374 1,720 ― 16,094

(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 1,720株

　

３　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成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

　

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年3月28日
定時株主総会

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

　

　

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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20年６月30日)

　現金及び預金勘定 272,383千円

　現金及び現金同等
物

272,383千円

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19年12月31日)

　現金及び預金勘定 434,559千円

　現金及び現金同等
物

434,559千円
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(リース取引関係)

　

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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

574,564

千円

123,668

千円

450,896

その他

(有形固定

資産)

83,40064,12319,276

ソフト

ウェア
40,00017,77722,222

合計 697,964205,569492,395

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

626,220

千円

153,841

千円

472,378

その他

(有形固定

資産)

83,40075,3448,055

ソフト

ウェア
40,00024,44415,555

合計 749,620253,630495,989

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

634,564

千円

174,881

千円

459,682

その他

(有形固定

資産)

83,40072,46310,936

ソフト

ウェア
40,00021,11118,888

合計 757,964268,456489,508

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 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年以内 123,691千円

１年超 387,132千円

合計 510,824千円

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年以内 112,286千円

１年超 388,773千円

合計 501,060千円

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

69,845千円

　(2) 減価償却費相当額

63,418千円

　(3) 支払利息相当額

8,664千円

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

148,732千円

　(2) 減価償却費相当額

135,032千円

　(3) 支払利息相当額

17,558千円

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
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(有価証券関係)

(前中間会計期間末)(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 309,440 348,077 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

 

　

(当中間会計期間末)(平成20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 513,463 509,388 △4,074

(2) その他 151,135 133,221△17,913

合計 664,599 642,610△21,988

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
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(前事業年度末)(平成19年12月31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 貸借対照表計上額 差額
千円 千円 千円

(1) 株式 309,035 278,792△30,242

(2) その他 125,858 114,538△11,320

合計 434,893 393,331△41,562

 
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 106,781千円

　　　　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

 
　

　

(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間(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。

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20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19年１月１日　至　平成19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)
　

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。 同左 同左

　

　

(持分法損益等)
　

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。 同左 同左
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(１株当たり情報)

　

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 994円93銭 1,029円54銭 1,016円60銭

１株当たり中間(当期)
純利益

51円42銭 51円94銭 81円31銭

(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。

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

損益計算書上の中間
(当期)純利益

298,294千円 301,203千円 471,613千円

普通株式に係る中間
(当期)純利益

298,294千円 301,203千円 471,613千円

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

5,800千株 5,799千株 5,800千株

　

(重要な後発事象)

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。 同左 同左
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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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40期(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　　平成20年３月28日関東財務局長に提出

　

　

EDINET提出書類

光ビジネスフォーム株式会社(E00708)

半期報告書

32/35



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。
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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

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　　㊞

　

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

　

 (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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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年８月27日

光ビジネスフォーム株式会社

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　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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20年１月１日から平成20年12月31日までの第41期事業年

度の中間会計期間（平成20年１月１日から平成20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20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20年1月1日から平成20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

　

 (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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