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1.18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 
(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 6,453 （ 20.6） 196 （△39.8） 101 （ △61.4） 

17年６月中間期 5,350 （△7.9） 326 （ △6.4） 263 （ △10.1） 

  17年12月期 12,522  872  751  

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益
 百万円 ％ 円 銭 円 銭

 18年６月中間期 8 （  ―） 0 89 ―――― 

 17年６月中間期 △306 （  ―） △30 70 ―――― 

  17年12月期 △159  △19 59 ―――― 
 
(注) ① 持分法投資損益 18年6月中間期 34百万円 17年6月中間期 246百万円 17年12月期 112百万円
 ② 期中平均株式数 18年6月中間期 10,013,850株 17年6月中間期 9,989,177株 17年12月期 9,998,136株
 ③ 会計処理の方法の変更 無 
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

 18年６月中間期 14,544 4,846 33.3 483 84 

  17年６月中間期 14,234 4,774 33.5 477 53 

  17年12月期 15,005 5,020 33.5 497 84 
 
(注) ① 期末発行済株式数 18年6月中間期 10,016,430株 17年6月中間期 9,999,080株 17年12月期 10,011,340株

 ② 期末自己株式数 18年6月中間期 290,393株 17年6月中間期 307,743株 17年12月期 295,483株
 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年６月中間期 △190 △134 273 1,561 

17年６月中間期 669 △254 △304 2,104 

  17年12月期 282 △329 △335 1,612 
 
2. 18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 13,593 433 181 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）18円07銭 
 
3. 配当状況 

現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

17年12月期 ― 10.00 10.00 

18年12月期(実績) ― ― 

18年12月期(予想) ― 10.0 
10.00 

 

※ 業績予想に関する事項につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 



〔添付資料〕 

1. 企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（昭和情報機器株式会社）及び関連会社2社により

構成されております。  

当社は漢字プリンタ・システム、広告制作プリンタ等プリンタを主力とする各種の情報機器及びシステ

ムの開発、製造、輸入、販売及び情報処理関連機器等の商品の輸入または国内仕入販売ならびにこれらに

付帯する機器賃貸、技術サービス業務を行っております。 

特に漢字プリンタの主要製品につきましては、国内外のメーカー等から当社の仕様書に基づく製品（一

部共同開発製品を含む）の供給を受け、これに自社のハードウェアやソフトウェアを付加して独自のシス

テムを構築し、当社ブランドによりユーザーへ供給する生産販売活動を主たる業務としております。  

当社及び関連会社の当該事業に係る位置づけを事業系統図に示すと次のとおりであります。  

 

〔事業の系統図〕 
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2. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、漢字プリンタのパイオニアとして昭和48年の創業以来一貫して日本語処理システムを事

業の中心に据え業務用大型プリンタのハード、ソフトの開発、製造、販売に従事してまいりました。

さらに、漢字プリンタ以外の部門につきましては、POPプリンタやサインボードプリンタ等の広告制

作関連、あるいはバーコードラベルプリンタ等周辺分野にも進出しております。  

技術進歩の激しいコンピュータ業界にあり、常に顧客ニーズに沿った最先端の製品を提供するた

め研究開発型企業を指向することを経営理念とし、且つ収益の安定性と製品納入後の徹底したメイ

ンテナンス体制によりユーザーの信頼性を確保することを経営の基本方針としております。  

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は株主への利益還元を充実させていくことを経営上の最重要課題と位置付けております。 

利益配分につきましては、安定した配当を継続して実施するとともに、将来の積極的な事業展開

と経営環境の急激な変化に備えた経営基盤の強化に必要な内部留保を確保していくことを基本方針

としております。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しております。

投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整えるために株価の水準や取引高等を慎重に検討し、今

後対処していく所存であります。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

社会のコンピュータ化、インターネット化が進展する中で、当社は、これまで手掛けてきたコン

ピュータのアウトプット分野に特化し、今まで以上にお客様の期待に応えられるように能力を高め、

且つ少数精鋭を目指して効率経営を推進してまいります。 

特に今期は、社内体制を営業本部、技術本部、管理本部とし、各本部のパフォーマンスを一層高

めるため責任と権限を明確にすると共に今後次の課題に取組みます。 

①営業面では、いわゆる「選択と集中」により重点分野にエネルギーを集中し、一層の営業力強化

を図ります。 

②技術面では、システム開発力をさらに高めると共に、保守部門の技術力の一層の向上を目指しま

す。 

③総務・管理面では、業務のアウトソーシング化を進める等により一段の効率化を図ります。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

今後、当社が対処すべき課題といたしましては、特に営業面において、ユーザーのニーズに沿っ

た製品に特化して営業拡大を目指すとともに一層の販売効率向上を目指します。 

主力製品の漢字プリンタにつきましては、最近市場のニーズが拡大するとともに高度化しており、

今後以下の点に重点対応していく方針です。 

①最近販売開始したSR3000につきましては、その機能をさらに高め、印刷業界等ユーザーに高まる

フルカラープリンタに対するニーズに応えてまいります。 
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②モノクロプリンタにつきましても、最近の環境基準を重視した新製品（SX8000シリーズ）を下期

に投入し、その販売に注力致します。 

さらに、社内全体につきましては、最近実施した人事制度改革や組織変更の定着化を図り、管理

職の権限と責任の明確化により仕事のスピードアップ化と活力ある社内体制の構築を目指します。 

 

(6) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(7) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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3. 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

①当中間会計期間の概況 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善等を背景に設備投資や個人消費が回復し、

景気は堅調に推移致しました。 

このような状況のもと、情報産業界も業績の回復傾向が見られる一方、競争激化も進み、個別企

業ベースでは優勝劣敗が進む厳しい状況が続いております。 

以上のような背景の下、当社は業容の拡大と業績の確保を目指し努力した結果、売上高は6,453百

万円（前年同期比20.6％増）となりました。また、利益面では、消耗品販売における原価上昇や販

売費及び一般管理費の臨時的な増加もあって経常利益は101百万円（前年同期比61.4％減）、中間純

利益8百万円（前年同期△306百万円）となりました。 

部門別の概況は、以下のとおりであります。 

〔漢字プリンタ・システム部門〕 

漢字プリンタ・システム部門の売上高は4,278百万円（前年同期比39.3％増）となりました。

これは、当部門のうち漢字プリンタ製品が2,085百万円（前年同期比89.4％増）になったほか、

サプライ品も2,129百万円（前年同期比12.1％増）となったことによります。 

〔広告制作プリンタ部門〕 

広告制作プリンタ部門の売上高は936百万円（前年同期比2.1％減）となりました。これは、当

部門のうち「サインボード制作プリンタ」が212百万円（前年同期比2.6％増）となりましたが、

「POPプリンタ」が724百万円（前年同期比3.4％減）となったことによります。 

〔バーコード・ラベルプリンタ部門〕 

バーコード・ラベルプリンタ部門の売上高は73百万円（前年同期比8.4％減）となりました。 

〔ネットワーク機器他部門〕 

ネットワーク機器他部門の売上高は193百万円（前年同期比38.5％減）となりました。これは、

当部門のうちネットワーク機器及び情報通信機器等の売上高が153百万円（前年同期比22.2％

減）となったほか、カード発行機の売上高も40百万円（前年同期比65.8％減）となったためであ

ります。 

〔情報処理関連機器他部門〕 

情報処理関連機器他部門の売上高はありませんでした（前年同期4百万円）。 

〔機器賃貸等収入部門〕 

機器賃貸等収入部門の売上高は970百万円（前年同期比3.8％増）となりました。これは、当部

門のうち機器賃貸収入は61百万円（前年同期比12.2％減）となりましたが、技術サービス収入が

909百万円（前年同期比5.1％増）となったためであります。 

 

②通期の見通し 

わが国経済は、米国経済の先行き不透明感、原油・素材価格の高騰等不安要因もあり企業経営に

とりましては厳しい状況が続くものと予測されます。このような状況のもと、当社の通期の業績予

想につきましては、主力の漢字プリンタの出荷が下期も引き続き好調を維持する見込みであり、か

つ、ユーザー向けの消耗品の販売も順調に伸びることが予想されますので、売上高は13,593百万円

となる見込みです。 
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一方利益面では、上期発生した既設の旧機種の漢字プリンタのトラブルが一部下期にも残り、こ

れによる消耗品の原価上昇から粗利益率が低下するため、経常利益433百万円、当期純利益181百万

円となる見込みです。 

※なお本日付「平成18年12月期（非連結）業績予想の修正に関するお知らせ」を同時に発表して

おりますのでご参照下さい。 

 

(2) 財政状態 

（キャッシュ・フローの状況） 

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。）は、期首残高に比べ50百

万円減少し、当中間期末残高は1,561百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動によって使用した資金は190百万円（前年同期は669百万円の獲得）となりました。 

これは主に、税引前中間純利益72百万円、減価償却費155百万円、売上債権の減少額516百万円等に

より資金が得られましたが、たな卸資産の増加額176百万円、仕入債務の減少額699百万円等により

資金を使用したことによるものです。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動によって使用した資金は134百万円（前年同期比47.3%減）となりました。これは、主に

有形固定資産の取得による支出161百万円等によるものです。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動によって得られた資金は273百万円（前年同期は304百万円の使用）となりました。これ

は、配当金の支払額99百万円等により資金を使用しましたが、短期借入金の増加額370百万円等によ

り資金が得られたことによるものです。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りです。 

 平成16年6月中間 平成17年6月中間 平成18年6月中間 平成17年12月期

自己資本比率（％） 34.0 33.5 33.3 33.5

時価ベースの自己資本比率（％） 27.8 35.5 34.9 34.4

債務償還年数（年）  ― 4.4  ― 20.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
― 9.5 ― 2.0

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1. 株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

2. 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

3. 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用

しております。なお、債務償還年数の中間期での計算は営業キャッシュ・フローを年額に換算するため、

2倍にしております。 

4. 利払いは、キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

5. 平成16年6月中間期及び平成18年6月中間期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったた

め、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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(3) 事業等のリスク 

当社の経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期

間末現在において当社が判断したものであります。 

① 競合・開発について 

当社は漢字プリンタ・システム、広告制作プリンタ等を主力とする各種情報機器の分野において、

他社比優位なシステムノウハウを蓄積し、独自のハード、ソフト、保守業務のトータルサービスを

提供しております。しかしながら、この分野の技術的進歩による急速な変化に伴い、競争が激化す

ることが予想されます。この結果、競合他社製品の低価格化による当社の販売価格下落や販売量の

減少を生じた場合、また技術開発に遅れをとった場合や商品戦略を誤った場合には、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

② 金利変動について 

当社は、金融機関からの借入により事業資金を調達しておりますが、当中間会計期間末現在にお

いて約62億円の有利子負債残高があります。有利子負債のうち変動金利の調達によるものについて

は、一部金利スワップ取引等を活用することで金利変動リスクを軽減しておりますが、急激な金利

上昇は、支払利息の増加などにより当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 退職給付債務について 

当社の従業員退職給付費用および債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産

の期待収益率に基づいて算出されています。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件

が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将

来期間において認識される費用および計上される債務に影響を及ぼします。今後の一層の割引率の

低下や運用利回りの悪化は当社の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 関係会社に関する重要事項 

当社の関連会社ウィルワン株式会社（出資比率38.3%）は、受託計算業務などの情報処理を主たる

業務としておりますが、業績低迷から脱却するため事業の見直し、一段のリストラ等による再建を

図っているところであります。今後の同社の業績の推移によっては、当社の業績及び財政状況に重

要な影響を及ぼす可能性があります。 
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4. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金 ※２ 2,110,836 1,567,986 1,618,640  

受取手形 
※２
 ３

1,207,387 1,329,903 2,002,289  

売掛金  2,573,083 2,950,352 2,779,912 

たな卸資産  5,054,790 5,220,428 5,170,498 

その他  221,885 108,754 158,955 

貸倒引当金  △1,134 △1,752 △956 

流動資産合計   11,166,849 78.4 11,175,673 76.8  11,729,339 78.2

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 
※１
 ２

1,052,518 7.4 1,356,513 9.3 1,227,752 8.2

無形固定資産  24,903 0.2 22,624 0.2 23,343 0.1

投資その他の資産       

投資有価証券 ※２ 582,872 748,762 784,096 

敷金 ※２ 241,741 240,397 240,966 

その他  1,435,805 1,400,658 1,398,458 

貸倒引当金  △270,325 △400,454 △398,025 

投資その他の 
資産合計 

 1,990,094 14.0 1,989,364 13.7 2,025,496 13.5

固定資産合計   3,067,516 21.6 3,368,503 23.2  3,276,593 21.8

資産合計   14,234,366 100.0 14,544,176 100.0  15,005,932 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

支払手形 ※３ 1,211,245 1,069,806 1,466,192 

買掛金  877,483 993,551 1,296,565 

短期借入金 ※２ 3,160,000 3,440,000 3,070,000 

一年内返済予定の 
長期借入金 

※２ 920,064 961,664 1,026,664 

未払法人税等  208,124 41,087 306,186 

賞与引当金  38,149 41,244 38,353 

役員賞与引当金  ― 10,000 ― 

その他 ※６ 523,365 557,750 295,514 

流動負債合計   6,938,432 48.8 7,115,103 48.9  7,499,475 50.0

Ⅱ 固定負債    

長期借入金 ※２ 1,821,371 1,837,007 1,770,839 

退職給付引当金  662,700 714,874 685,760 

その他  37,049 30,848 29,614 

固定負債合計   2,521,121 17.7 2,582,729 17.8  2,486,214 16.5

負債合計   9,459,553 66.5 9,697,833 66.7  9,985,689 66.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,060,673 14.5 ― ―  2,060,673 13.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  2,130,671 ― 2,130,671 

その他資本剰余金    

 自己株式処分差益  273 ― 465 

資本剰余金合計   2,130,944 15.0 ― ―  2,131,136 14.2

Ⅲ 利益剰余金    

利益準備金  123,837 ― 123,837 

任意積立金  350,000 ― 350,000 

中間(当期)未処分 
利益 

 199,834 ― 346,874 

利益剰余金合計   673,671 4.7 ― ―  820,711 5.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  31,688 0.2 ― ―  125,164 0.8

Ⅴ 自己株式   △122,166 △0.9 ― ―  △117,443 △0.7

資本合計   4,774,812 33.5 ― ―  5,020,243 33.5

負債及び資本合計   14,234,366 100.0 ― ―  15,005,932 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

  資本金   ― 2,060,673 14.2  ―

  資本剰余金    

  資本準備金  ― 2,130,671 ― 

  その他資本剰余金  ― 551 ― 

資本剰余金合計   ― 2,131,222 14.6  ―

  利益剰余金    

  利益準備金  ― 123,837 ― 

  その他利益剰余金    

別途積立金  ― 350,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 219,445 ― 

利益剰余金合計   ― 693,282 4.8  ―

  自己株式   ― △115,526 △0.8  ―

株主資本合計   ― 4,769,652 32.8  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 104,297 0.7  ―

  繰延ヘッジ損益   ― △27,606 △0.2  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 76,690 0.5  ―

純資産合計   ― 4,846,342 33.3  ―

負債純資産合計   ― 14,544,176 100.0  ―
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   5,350,318 100.0 6,453,212 100.0  12,522,009 100.0

Ⅱ 売上原価   2,933,454 54.8 3,981,648 61.7  7,356,173 58.7

   売上総利益   2,416,863 45.2 2,471,564 38.3  5,165,835 41.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,090,123 39.1 2,274,772 35.3  4,292,983 34.3

営業利益   326,740 6.1 196,792 3.0  872,851 7.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  27,289 0.5 30,426 0.5  55,699 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  90,825 1.7 125,722 1.9  177,476 1.4

経常利益   263,204 4.9 101,496 1.6  751,074 6.0

Ⅵ 特別利益 ※３  212,145 4.0 ―  212,380 1.7

Ⅶ 特別損失 ※４  586,706 11.0 29,224 0.5  736,896 5.9

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失（△） 

  △111,356 △2.1 72,271 1.1  226,559 1.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 196,578 51,681 408,624 

法人税等調整額  △1,223 195,355 3.6 11,706 63,387 1.0 △22,393 386,230 3.1

中間純利益又は 
中間（当期）純損失
（△） 

  △306,711 △5.7 8,883 0.1  △159,671 △1.3

前期繰越利益   506,546 ―  506,546

中間(当期)未処分 
利益 

  199,834 ―  346,874
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)        （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年12月31日残高 2,060,673 2,130,671 465 2,131,136

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  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分 85 85

 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 ― ― 85 85

平成18年６月30日残高 2,060,673 2,130,671 551 2,131,222

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高 123,837 350,000 346,874 820,711 △117,443 4,895,078

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △100,113 △100,113  △100,113

 利益処分による役員賞与  △36,200 △36,200  △36,200

 中間純利益  8,883 8,883  8,883

 自己株式の取得  △469 △469

 自己株式の処分  2,386 2,472

 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 ― ― △127,429 △127,429 1,916 △125,426

平成18年６月30日残高 123,837 350,000 219,445 693,282 △115,526 4,769,652

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額

金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成17年12月31日残高 125,164 125,164 5,020,243

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △100,113

 利益処分による役員賞与  △36,200

 中間純利益  8,883

 自己株式の取得  △469

 自己株式の処分  2,472

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△20,866 △27,606 △48,473 △48,473

中間会計期間中の変動額合計 △20,866 △27,606 △48,473 △173,900

平成18年６月30日残高(千円) 104,297 △27,606 76,690 4,846,342

 



④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前中間（当期）純利益又は 
税引前中間純損失（△） 

 △111,356 72,271 226,559

減価償却費  122,950 155,348 257,468

賞与引当金の増加額  298 2,890 502

役員賞与引当金の増加額  ― 10,000 ―

退職給付引当金の増加額  14,165 6,057 6,323

貸倒引当金の増加額  109,984 3,225 237,506

受取利息及び配当金  △14,163 △18,900 △27,591

支払利息  69,889 71,171 142,795

有価証券等売却益  △212,145 ― △212,380

固定資産売却益  △127 ― △127

固定資産除売却損  14,353 18,176 30,646

関係会社株式評価損  444,000 ― 448,250

会員権評価損  4,052 ― ―

役員賞与支払額  △29,000 △36,200 △29,000

売上債権の減少額  1,111,309 516,387 86,169

たな卸資産の増加額  △641,038 △176,478 △1,040,977

仕入債務の増減額（△減少額）  △43,513 △699,399 635,329

未払消費税等の増減額(△減少額)  △36,967 15,550 △30,257

その他流動資産の増減額（△増加額）  △43,526 △11,123 3,288

その他流動負債の増加額  215,190 236,068 41,112

 小計  974,355 165,048 775,618

利息及び配当金の受取額  14,068 18,894 27,495

利息の支払額  △70,358 △72,733 △144,783

法人税等の支払額  △248,246 △301,416 △375,417

  営業活動によるキャッシュ・フロー  669,819 △190,206 282,913

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入  ― 10,001 ―

有形固定資産の取得による支出  △15,508 △161,853 △43,585

有形固定資産の売却による収入  400 ― 400

投資有価証券の取得による支出  △596 △598 △48,897

投資有価証券の売却による収入  224,475 750 226,143

貸付による支出  △465,000 ― △485,000

その他  1,925 17,678 21,628

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △254,304 △134,022 △329,311

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△減少額）  50,000 370,000 △40,000

長期借入れによる収入  300,000 530,000 1,770,064

長期借入金の返済による支出  △563,032 △528,832 △1,977,028

自己株式の売却による収入  7,416 2,472 12,772

自己株式の買付による支出  △370 △469 △810

配当金の支払額  △98,926 △99,596 △100,193

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △304,913 273,574 △335,196

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)  110,601 △50,654 △381,594

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,994,234 1,612,640 1,994,234

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  2,104,836 1,561,986 1,612,640
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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17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

 ②関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

 ③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 

(1) 有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

同左 

 ②関連会社株式 

同左 

 ③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 

(1) 有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

同左 

 ②関連会社株式 

同左 

 ③その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算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 

同左 

 (2) デリバティブ 

   時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

 ①商品・製品・仕掛品 

   個別法による原価法 

 ②貯蔵品 

   総平均法による原価法 

(3) たな卸資産 

 ①商品・製品・仕掛品 

同左 

 ②貯蔵品 

同左 

(3) たな卸資産 

 ①商品・製品・仕掛品 

同左 

 ②貯蔵品 

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 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 工具器具及び備品 ５～６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 

  定額法 

  なお、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)に基づく定額法によ

っております。 

(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 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の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備えるた

め、将来の支給見込額の当期負担

額を計上しております。 

 (3)    ――――― 

 
(3) 役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に備えるた

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)    ――――― 

 
 

 (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

付債務及び年金資金の見込み額に

基づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額を

計上しております。 

 なお、数理計算上の差異はそれ

ぞれ発生年度の翌期から平均残存

勤務期間内の一定の年数(５年)に

よる按分額を償却することとして

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

付債務及び年金資金の見込額に基

づき、計上しております。 

 なお、数理計算上の差異はそれ

ぞれ発生年度の翌期から平均残存

勤務期間内の一定の年数(５年)に

よる按分額を償却することとして

おります。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

４ 外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への

換算基準  

 外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

  

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

  

５ 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 

６ ヘッジ会計の方法  (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   金利スワップ 

  ヘッジ対象 

   借入金の金利 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  金利スワップは、金利の変動に

よるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。 
 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

７ 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。 
 

８ 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方法 

  税抜方式を採用しております。

同左 同左 
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会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― （役員賞与に関する会計基準） 

 「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第4号 平成17年11月29日）が公表さ

れ、「会社法」（平成17年７月26日法律第

86号）施行日以降終了する事業年度に係る

中間会計期間から適用されることになった

ことに伴い、当中間会計期間から発生時に

費用として会計処理することとしました。 

 この結果、従来の方法に比べ、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益が

10,000千円減少しております。 

――――― 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より「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

計基準第5号 平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指

針第8号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 なお従来の資本の部の合計に相当する金

額は4,873,949千円であります。 

――――― 

 
 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,803,185千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,523,054千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,723,045千円

※２ 担保に提供している資産 

  (1) 担保に提供している資産 

土地 503,207千円

建物 20,109千円

受取手形 53,802千円

投資有価証券 267,664千円

敷金 155,243千円

合計 1,000,027千円
 

※２ 担保に提供している資産 

  (1) 担保に提供している資産 

預金 15,000千円

受取手形 25,097千円

建物 18,199千円

土地 503,207千円

投資有価証券 340,877千円

敷金 139,911千円

合計 1,042,291千円
 

※２ 担保に提供している資産 

  (1) 担保に提供している資産 

受取手形 30,000千円

建物 19,106千円

土地 503,207千円

投資有価証券 359,907千円

敷金 155,243千円

合計 1,067,465千円
 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 240,000千円

一年内返済 
予定の長期 
借入金 

481,140千円

長期借入金 1,235,865千円

合計 1,957,005千円
 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 300,000千円

一年内返済
予定の長期
借入金 

400,740千円

長期借入金 1,223,425千円

合計 1,924,165千円
 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 210,000千円

一年内返済 
予定の長期 
借入金 

426,740千円

長期借入金 1,289,795千円

合計 1,926,535千円
 

※３   ――――― ※３   ――――― ※３ 期末日満期手形の処理 

   当事業年度の末日は金融機関

の休日に当たりますが、期末日

満期手形は満期日に決済された

ものとして処理しております。

   内訳は次のとおりです。 

受取手形 43,927千円

支払手形 491,673千円
 

 ４ 偶発債務 

    債務保証 

     リース代金支払の保証 

取引先２社 58,177千円
 

 ４ 偶発債務 

    債務保証 

     リース代金支払の保証 

取引先２社 33,947千円
 

 ４ 偶発債務 

    債務保証 

     リース代金支払の保証 

取引先２社 46,062千円
 

 ５   ―――――  ５ 受取手形割引高   

100,000千円

 

 ５   ――――― 

 

※６ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等と仮受消費税等

を相殺して、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

※６ 消費税等の取扱い 

同左 

※６   ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 5,238千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 10,420千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 15,825千円

  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 69,889千円

たな卸資産 
廃棄損 

20,853千円

  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 71,171千円

シンジケートロ
ーン手数料 

52,500千円

  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 142,795千円

たな卸資産廃
棄損 

28,586千円

  

※３ 特別利益 

投資有価証券
売却益 

212,145千円

  

※３    ――――― 

  

  

※３ 特別利益 

投資有価証券
売却益 

212,380千円

  

※４ 特別損失 

固定資産除却損 14,353千円

貸倒引当金繰入
額 

124,000千円

関係会社株式評
価損 

444,000千円

会員権評価損等 4,352千円

  

※４ 特別損失 

固定資産除却損 514千円

本社移転費用 28,709千円

  

※４ 特別損失 

固定資産除却損 30,646千円

貸倒引当金繰入
額 

258,000千円

関係会社株式評
価損 

448,250千円

  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 103,818千円

無形固定資産 4,896千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 137,945千円

無形固定資産 4,236千円

  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 221,448千円

無形固定資産 9,608千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

１ 発行株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式数     

 普通株式 10,306,823 ― ― 10,306,823

合 計 10,306,823 ― ― 10,306,823

自己株式  

 普通株式 295,483 910 6,000 290,393

合 計 295,483 910 6,000 290,393

 

 

２ 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18年３月30日 
定時株主総会 

普通株式 100,113 10 平成17年12月31日 平成18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17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(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

科目の金額とその関係 

(平成17年６月30日現在) 

現金及び預金勘定 2,110,836千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△6,000千円

現金及び現金同等物 2,104,836千円

  

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

科目の金額とその関係 

(平成18年６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,567,986千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△6,000千円

現金及び現金同等物 1,561,986千円
 

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

額とその関係 

(平成17年12月31日現在)

現金及び預金勘定 1,618,640千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△6,000千円

現金及び現金同等物 1,612,640千円
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(有価証券関係) 

前中間会計期間(平成17年６月30日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

区分 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

国債 10,003 10,006 3

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 304,244 357,672 53,428

(注)  時価が取得原価の30%以上下落した場合、著しい下落と判断し減損処理の要否を検討しております。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

満期保有目的の債券 
 割引金融債 

29,994

その他有価証券 
 非上場株式 

205,200

関連会社株式 20,000

 

 

当中間会計期間(平成18年６月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 352,711 528,562 175,851

(注)  時価が取得原価の30%以上下落した場合、著しい下落と判断し減損処理の要否を検討しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

満期保有目的の債券 
 割引金融債 

29,994

その他有価証券 
 非上場株式 

205,200

関連会社株式 15,000
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前事業年度(平成17年12月31日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

国債 10,001 10,002 0

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 352,112 563,146 211,034

(注)  時価が取得原価の30%以上下落した場合、著しい下落と判断し減損処理の要否を検討しております。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

満期保有目的の債券 
 割引金融債 

29,985

その他有価証券 
 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

205,200

関連会社株式 15,750

 

 

(リース取引関係） 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

(ストック・オプション等) 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(持分法投資損益) 

 

前中間会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

関連会社に対する投資の金額 ―千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円 

関連会社の債務超過額のうち持分に負担させるべき金額 244,696千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 246,472千円 

 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

関連会社に対する投資の金額 ―千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円 

関連会社の債務超過額のうち持分に負担させるべき金額 343,751千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 34,755千円 

 

前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

関連会社に対する投資の金額 ―千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円 

関連会社の債務超過額のうち持分に負担させるべき金額 378,506千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 112,662千円 
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5. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 部門別売上高明細表 

  （単位：千円） 

前中間会計期間 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 12月31日)  

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 ％  ％ ％

漢字プリンタ・システム 3,071,137 57.4 4,278,521 66.3 7,766,315 62.0

広告制作プリンタ 956,692 17.9 936,860 14.5 2,128,580 17.0

バーコード・ラベルプリンタ 67,999 1.3 73,688 1.2 124,228 1.0

ネットワーク機器他 314,861 5.9 193,574 3.0 610,489 4.9

情報処理機器他 4,974 0.1 ― ― 5,536 0.0

機器賃貸等収入 934,653 17.4 970,568 15.0 1,886,858 15.1

合計 5,350,318 100.0 6,453,212 100.0 12,522,009 100.0

（うち輸出高） （5,869） （0.1） （―） （―） （6,431） （0.1）

 

(2) 主要製品の期中受注高及び受注残高 

（単位：千円） 

前中間会計期間 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 6月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年 6月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年 12月31日)  

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

漢字プリンタ・システム 4,215,047 1,335,385 4,961,788 1,036,978 7,928,551 353,711

広告制作プリンタ 959,454 12,252 953,796 44,790 2,146,943 27,853

バーコード・ラベルプリンタ 65,919 4,079 65,758 7,359 133,357 15,289

ネットワーク機器他 382,426 147,630 208,788 33,560 548,769 18,345

合計 5,622,847 1,499,347 6,190,132 1,122,687 10,757,622 415,199
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