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定時株主総会開催日 平成19年３月29日 単元株制度の採用の有無 有(1単元1,000株） 
   
1.18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31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12月期 12,798 （ 2.2） 230 （△73.6） 89 （△88.1） 

17月12月期 12,522 （ 5.9） 872 （  18.3） 751 （  15.0） 

 
 

当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円 ％ 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

18年12月期 △258 （―） △25 80   ―  ―  △5.4   0.6   0.7 
17年12月期 △159 （―） △19 59   ―  ―  △3.1   5.0   6.0 

 
(注) ① 持分法投資損益 18年12月期 ２百万円 17年12月期 112百万円
 ② 期中平均株式数 18年12月期 10,014,606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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年期増減率 
 
(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12月期 13,861 4,557 32.9 455 05 

  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12月期 10,014,920株 17年12月期 10,011,340株

 ② 期末自己株式数 18年12月期 291,903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12月期 346 △163 △66 1,729 

17年12月期 282 △329 △335 1,612 
 
2. 19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19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

中 間 期 

通 期 

6,335 

14,000 

164 

555 

84 

301 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）30円06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 

配当金総額

 (百万円）

配当性向 

 (％） 

純資産 

  配当率(％）

17年12月期 ― 10.00 10.00 100 ― 1.9 

18年12月期 ―  0.00  0.00 ― ― ― 

19年12月期(予想) ― 10.00 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。 
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  〔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〕 

           〔部門〕                 〔関連会社〕 
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2．経営方針 
 

(1)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)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。 

しかしながら、当期においては資産の健全化の観点から仕掛品等たな卸資産を見直し、廃棄損ならびに評価損を計

上した結果当期純損益が赤字となったため、誠に遺憾ながら当期末の配当の実施を見送らせていただきます。 

 

(3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針 

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)中期的な経営戦略 

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。 

具体的には、次の課題を目指します。 

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、営業の効率化を一層推進致します。 

②技術面では、システム開発力をさらに高めるとともに、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業務用プリンタにおきましては、前期販売開始したフルカラー高速プリンタ（SR3000）につきまして、その性能を

更に高め特に大手印刷会社、計算センター等への販売に努力する予定です。 

②既存の機種に関しましても、出荷台数が従来最も多いSX機につきましては、次期新機種（SX8000シリーズ）を投入

致しましたのでこの拡販に努めていく所存です。 

漢字プリンタ以外の製品につきましては、社会の規制緩和、ネットワーク化等の動きに積極的に対応していく方針

です。特に広告制作プリンタ関係では、スーパーマーケット等で使用されているPOPプリンタにつきまして企業内ネッ

トワークに対応したシステムの導入に注力するほか、サインボードプリンタにつきましても新機種を投入し、この販

売に注力する方針であります。 

さらに、既に着手しております人事制度改革、組織の再編については、来期は仕上げの時期にあたり、今後さらに、

管理職の権限と責任を明確化することにより、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。 
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 (6)親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(7)内部管理体制の整備・運用状況 

a.  内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況等 

当社の組織は、社長室、経営企画室、管理部門（経理部・業務部・人事総務部）とそれ以外の営業等の業務部

門にわかれております。これにより、部門間の内部牽制及び内部管理機能の強化を図っております。また、経営

企画室と管理部門の連携により社内諸規程の運用管理、整備等を行っており、関係法令の改正や内部組織の改編、

変更とそれに伴う内部組織機能の変更に応じて、社内規程の随時見直しを行っております。また、平成18年11月

に内部牽制組織として社長直属の独立した内部監査室を設置いたしました。 

 

  b. 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

各種リスク管理及び内部統制の充実、強化を目的とした経営革新委員会を作業主体として、｢倫理・コンプライ

アンス管理規程」「リスクマネジメント規程」を新たに制定するとともに、取締役会規程、経営会議規程、職務

権限規程、業務分掌規程、決裁・稟議規程を改訂いたしました。引続きその他の諸規程類の見直しを行い、全従

業員への徹底履行を図っております。 

また、金融証券取引法が求めている｢財務報告に係る内部統制｣に対応すべく、関係する業務プロセスの見直し

及び文書化を担当する専門チームを経営革新委員会の中に編成し、所要の作業を開始させております。 

 

(8)その他、会社の経営上重要な事項 

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当期の概況 

当期におけるわが国経済は、内需におきまして特に設備投資が伸びると共に輸出につきましても円安基調を背景に

堅調に推移した結果、全体として緩やかな拡大を続けてまいりました。 

このような状況のなかで、情報産業界も収益改善傾向が見られる一方、競争激化も進み、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12,798百万円（前期比

2.2％増）となりました。一方、利益面では、消耗品売上における原価上昇もあって売上総利益が減益になったうえ、

経費面でも固定費が一時的に増加した結果、経常利益は89百万円（前期比88.1％減）となりました。また、当期は、

資産のより健全化のためたな卸資産を見直し、旧機種の一部や仕入から年月の経過した消耗品を廃棄したほか、仕掛

品についても一部評価減を実施したため特別損失318百万円を計上した結果、当期純損失258百万円(前期当期純損失

159百万円)となりました。 

 

主な部門別の概況は、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8,198百万円（前期比5.6％増）となりました。これは、当部門のうちサ

プライ品につきましては4,291百万円（前期比13.8％増）となったほか、漢字プリンタ製品が3,817百万円（前期比

0.1％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2,216百万円（前期比4.1％増）となりました。これは、当部門のうち「POPプリ

ンタ」は売上高1,741百万円（前期比1.9％増）となったほか、「サインボード制作プリンタ」も売上高475百万円

（前期比13.1％増）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116百万円（前期比6.5％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330百万円（前期比45.9％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253百万円（前期比45.0％減）となったほか、カード発行機の売上高も76百万

円（前期比48.9％減）となったためであります。 

 

〔機器賃貸等収入部門〕 

 機器賃貸等収入部門の売上高は1,936百万円（前期比2.6％増）となりました。これは、当部門のうち機器賃貸収

入は129百万円（前期比7.8％減）となりましたが、技術サービス収入が1,807百万円（前期比3.5％増）となったた

めであります。 
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 ②次期の見通し 

今後の経済環境につきましては、現在の緩やかな景気上昇局面が当面いつまで続くのか不透明なうえに、国内の金

利上昇見込みもあって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、当社は、なお一層独自性のある製品を提供し、お客様の期待に応えてまいります。 

具体的には、主力の漢字プリンタにつきましては、従来機種であるSX機は次期早々に新機種（SX8000シリーズ）を投

入することが確定しており、新規需要及び従来機種（SX7300等)のリプレース需要も含めて年内相当の出荷台数見込ん

でおります。また、最近売り出したフルカラープリンタ（SR3000)につきましても、その性能をさらに高め大手印刷会

社に加えデーターセンタ等への販売拡充に努力してまいります。 

さらに、漢字プリンタ部門以外では、POPプリンタやサインボードプリンタにつきましても、新機能を加え製品差別

化を図ると共に、特にサインボードプリンタにつきましては「旧見楽来」の後継機として「伝視板」を投入し販売開

始予定となっております。 

以上の結果、平成19年12月期の業績予想は売上高14,000百万円、経常利益555百万円、当期純利益301百万円を見込

んでおります。 
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 (2)財政状態 

（キャッシュ・フローの状況） 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ117百万円（前期比7.3%増）増加し、

1,729百万円となりました。 

当期中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〕 

営業活動によって得られた資金は346百万円（前期比22.6％増）となりました。これは主に、税引前当期純損失229

百万円、仕入債務の減少額491百万円等により資金を使用しましたが、減価償却費347百万円、売上債権の減少額720百

万円、たな卸資産の減少額314百万円等により資金が得られ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163百万円（前期比50.5％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176百万円等により資金を使用したことによるものです。 

 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動に使用した資金は66百万円（前期比80.1％減）となりました。これは主に、配当金の支払額100百万円等に

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12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 

自己資本比率（％） 35.9 33.5 32.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 24.6 34.4 27.2 

債務償還年数（年） 70.7 20.7 17.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 0.7 2.0 2.5 

（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. 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。 
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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、当期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、当事業年度末現在において約58億円の有利子

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影響を及ぼす可能性があります。 
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4. 財務諸表等 

財務諸表 

① 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成17年12月31日) 

当事業年度 

（平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

   現金及び預金 ※1  1,618,640 1,750,690   132,049

   受取手形 ※1,5  2,002,289 1,424,955   △577,333

   売掛金   2,779,912 2,635,204   △144,708

   有価証券   39,987 29,921   △10,065

   製品   3,310,592 2,934,498   △376,094

   仕掛品   1,131,389 851,796   △279,593

   貯蔵品   728,515 751,858   23,342

   前払費用   32,194 32,626   432

   繰延税金資産   48,153 53,067   4.913

   その他   38,620 27,163   △11,457

   貸倒引当金   △956 △6,496   △5,539

  流動資産合計   11,729,339 78.2 10,485,286 75.6  △1,244,053

Ⅱ 固定資産     

   有形固定資産     

    建物 ※1 292,089 322,105  30,015 

    減価償却累計額  221,036 71,053 203,338 118,767  △17,698 47,714

    車両  16,165 16,165  ― 

    減価償却累計額  9,431 6,734 11,552 4,613  △2,121 △2,121

    工具器具及び備品  1,778,662 1,820,654  41,992 

    減価償却累計額  1,207,003 571,658 1,156,984 663,670  50,019 92,011

    賃貸用機器  344,617 337,217  △7,400 

    減価償却累計額  285,574 59,043 262,323 74,893  △23,250 15,850

    土地 ※1  516,551 516,551   ―

    建設仮勘定   2,711 2,711   ―

   有形固定資産合計   1,227,752 8.2 1,381,208 10.0  153,455

   無形固定資産     

    商標権   5,733 4,933   △800

    ソフトウェア   8,553 7,494   △1,059

    電話加入権   9,056 9,056   ―

   無形固定資産合計   23,343 0.1 21,484 0.2  △1,859

   投資その他の資産 ※1    

    投資有価証券   768,346 708,568   △59,778

    関係会社株式   15,750 15,000   △750

    出資金   6,200 6,200   ―

    関係会社長期貸付金   720,000 720,000   ―

    前払年金費用   74,838 115,049   40,211

    長期前払費用   83,474 56,322   △27,151

    繰延税金資産 ※1  148,171 198,455   50,283

    敷金   240,966 238,296   △2,670

    積立保険料   222,317 218,015   △4,301

    その他   143,456 114,417   △29,038

    貸倒引当金  △398,025 △416,524   △18,499

   投資その他の資産合計  2,025,496 13.5 1,973,801 14.2  △51,695

  固定資産合計  

 

3,276,593 21.8 3,376,493 24.4  99,900

  資産合計  15,005,932 100.0 13,861,779 100.0  △1,144,153
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前事業年度 

(平成17年12月31日) 

当事業年度 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

   支払手形 ※4,5  1,466,192 1,380,558   △85,633

   買掛金 ※4  1,296,565 891,090   △405,474

   短期借入金 ※1  3,070,000 3,100,000   30,000

   １年内返済予定の 

   長期借入金 
※1  1,026,664 844,534   △182,130

   未払金   63,506 47,869   △15,636

   未払費用   77,437 88,198   10,761

   未払法人税等   306,186 17,465   △288,721

   未払消費税等   16,236 40,378   24,142

   前受金   37,442 60,934   23,491

   預り金   63,639 66,405   2,765

   賞与引当金   38,353 38,826   472

   その他   37,251 20,471   △16,780

  流動負債合計   7,499,475 50.0 6,596,733 47.6  △902,742

Ⅱ 固定負債     

   長期借入金 ※1  1,770,839 1,955,305   184,466

   退職給付引当金   685,760 716,854   31,094

   その他   29,614 35,572   5,958

  固定負債合計   2,486,214 16.5 2,707,732 19.5  221,518

  負債合計   9,985,689 66.5 9,304,465 67.1  △681,223
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前事業年度 

(平成17年12月31日) 

当事業年度 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※2  2,060,673 13.7 ― ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金     

   資本準備金  2,130,671 ―  ― ―

   その他資本剰余金     

    自己株式処分差益  465 ―  ― ―

  資本剰余金合計   2,131,136 14.2 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金     

   利益準備金  123,837 ―  ― ―

   任意積立金     

    別途積立金  350,000 ―  ― ―

   当期未処分利益  346,874 ―  ― ―

  利益剰余金合計   820,711 5.5 ― ― ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金   125,164 0.8 ― ― ― ―

Ⅴ 自己株式 ※3  △117,443 △0.7 ― ― ― ―

  資本合計   5,020,243 33.5 ― ― ― ―

  負債及び資本合計   15,005,932 100.0 ― ― ― ―

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

   資本金   ― ― 2,060,673 14.9 ― ―

   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 15.4 ― ―

   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  ― △47,781  ― ―

   利益剰余金合計   ― ― 426,055 3.0 ― ―

   自己株式   ― ― △116,157 △0.8 ― ―

   株主資本合計   ― ― 4,501,795 32.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

   その他有価証券 

   評価差額金 
  ― ― 88,758 0.6 ― ―

   繰延ヘッジ損益   ― ― △33,239 △0.2 ― ―

  評価・換算差額等合計   ― ― 55,518 0.4 ― ―

  純資産合計   ― ― 4,557,313 32.9 ― ―

  負債純資産合計   ― ― 13,861,779 100.0 ― ―
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② 損益計算書 

 

  

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高     

   製品売上高  10,629,613 10,861,323  231,709 ―

   商品売上高  5,536 ―  △5,536 ―

   機器賃貸等収入  1,886,858 12,522,009 100.0 1,936,816 12,798,140 100.0 49,957 276,131

Ⅱ 売上原価     

   製品売上原価  6,846,450 7,496,607  650,157 ―

   商品売上原価  4,264 ―  △4,264 ―

   機器賃貸等収入原価  505,458 7,356,173 58.7 556,134 8,052,742 62.9 50,676 696,568

   売上総利益   5,165,835 41.3 4,745,397 37.1  △420,437

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

   販売手数料  23,537 21,283  △2,254 ―

   営業推進費  187,755 243,844  56,089 ―

   広告宣伝費  81,713 62,267  △19,445 ―

   従業員給料手当  1,529,383 1,559,762  30,379 ―

   従業員賞与  384,177 387,432  3,254 ―

   法定福利費  318,976 278,241  △40,735 ―

   賞与引当金繰入額  34,398 34,806  407 ―

   退職給付費用  91,887 93,319  1,432 ―

   賃借料  451,117 458,878  7,761 ―

   減価償却費  187,501 191,744  4,242 ―

   研究開発費  114,201 166,710  52,509 ―

   その他  888,331 4,292,983 34.3 1,016,518 4,514,811 35.3 128,187 221,827

   営業利益   872,851 7.0 230,586 1.8  △642,265

Ⅳ  営業外収益     

   受取利息  15,825 22,322  6,497 ―

   受取配当金  11,766 11,915  149 ―

   レバレッジドリース収益  12,563 ―  △12,563 ―

   営業報奨金  ― 10,155  10,155 ―

   その他  15,543 55,699 0.4 15,723 60,116 0.5 179 4,417

Ⅴ 営業外費用     

   支払利息  142,795 144,385  1,589 ―

   たな卸資産廃棄損  28,586 ―  △28,586 ―

   シンジケートローン手数料   52,500  52,500 ―

   その他  6,094 177,476 1.4 4,356 201,242 1.6 △1,738 23,765

  経常利益   751,074 6.0 89,461 0.7  △661,613

Ⅵ 特別利益     

   投資有価証券売却益  212,380 212,380 1.7 ― ― ― △212,380 △212,380

Ⅶ 特別損失     

   固定資産除却損 ※１ 30,646 3,231  △27,414 ―

   本社等移転費用   33,559  33,559 ―

   貸倒引当金繰入額  258,000 ―  △258,000 ―

   たな卸資産廃棄損  ― 99,467  99,467 ―

   たな卸資産評価損   175,401  175,401 ―

   関係会社株式評価損  448,250 ―  △448,250 ―

   その他  ― 736,896 5.9 7,335 318,995 2.5 7,335 △417,901

  税引前当期純利益又は 

  税引前当期純損失(△) 
  226,559 1.8 △229,533 △1.8  △456,092

  法人税、住民税及び事業税  408,624 13,731  △394,893 

  法人税等追徴税額  ― 22,494  22,494 

  法人税等調整額  △22,393 386,230 3.1 △7,416 28,809 0.2 14,976 △357,421

  当期純損失（△）   △159,671 △1.3 △258,342 △2.0  △98,671

  前期繰越利益   506,546 ―   ―

  当期未処分利益   346,874 ―   ―
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③ 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計 
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 

 (千円) 
2,060,673 2,130,671        465 2,131,136    123,837   350,000   346,874    820,711 △117,443  4,895,078

 当事業年度中の変動額 
    

      

  剰余金の配当(注） 
    

   △100,113  △100,113   △100,113

  利益処分による 

  役員賞与(注） 

    
   △36,200   △36,200    △36,200

  当期純利益または 

  当期純損失(△） 

    
  △258,342  △258,342   △258,342

  自己株式の取得 
    

      △1,099    △1,099

  自己株式の処分 
  

        85        85         2,386      2,472

  株主資本以外の項目の 

  事業年度中の変動額(純額) 

  
        

 当事業年度中の変動額合計 

 (千円) 
       ―        ―         85        85        ―        ― △394,656  △394,656     1,286  △393,283

 平成18年12月31日残高 

 (千円) 
2,060,673 2,130,671        551 2,131,222    123,837   350,000  △47,781    426,055 △116,157  4,501,795

 

 

評価・換算差額等 

 

 
その他有価
証券評価 
差額金 

繰越ヘッジ
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 
(千円) 

  125,164     125,164 5,020,243

当事業年度中の変動額     

 剰余金の配当(注）    △100,113

 利益処分による 
 役員賞与(注） 

    △36,200

 当期純利益または 
 当期純損失(△） 

   △258,342

 自己株式の取得      △1,099

 自己株式の処分       2,427

  株主資本以外の項目の 

  事業年度中の変動額(純額) 
 △36,405  △33,239   △69,645  △69,645

当事業年度中の変動額合計 
(千円) 

 △36,405  △33,239   △69,645 △462,929

平成18年12月31日残高 
(千円) 

   88,758  △33,239     55,518 4,557,313

(注）平成18年3月30日開催の定時株主総会における利益処分によるものであります。 
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④ キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前事業年度 

(自 平成17年１月１日

至 平成17年12月31日)

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

比較増減 

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   

   税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△）  226,559 △229,533 △456,092

   減価償却費  257,468 347,868 90,399

   賞与引当金の増加額  502 472 △30

   退職給付引当金の増減額(△減少額)  6,323 △9,116 △15,439

   貸倒引当金の増加額  237,506 30,754 △206,752

   受取利息及び配当金  △27,591 △34,238 △6,646

   支払利息  142,795 144,385 1,589

   有価証券等売却益  △212,380 △28 212,352

   固定資産売却益  △127 ― 127

   固定資産除売却損  30,646 20,893 △9,752

   関係会社株式評価損  448,250 ― △448,250

   会員権売却損  ― 550 550

   会員権評価損等  ― 6,785 6,785

   役員賞与支払額  △29,000 △36,200 △7,200

   売上債権の減少額  86,169 720,318 634,148

   たな卸資産の増減額(△増加額)  △1,040,977 314,450 1,355,428

   仕入債務の増減額（△減少額）  635,329 △491,108 △1,126,437

   未払消費税等の増減額（△減少額）  △30,257 24,142 54,399

   その他流動資産の増減額(△増加額)  3,288 △27,323 △30,612

   その他流動負債の増減額(△減少額)  41,112 △19,081 △60,193

    小計  775,618 763,990 △11,627

   利息及び配当金の受取額  27,495 33,759 6,263

   利息の支払額  △144,783 △141,547 3,236

   法人税等の支払額  △375,417 △309,366 66,051

   営業活動によるキャッシュ・フロー合計  282,913 346,836 63,923
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前事業年度 

(自 平成17年１月１日

至 平成17年12月31日)

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

   定期預金の預入による支出  ― △15,000 △15,000

   有価証券の償還による収入  ― 10,001 10,001

   有形固定資産の取得による支出  △43,585 △176,151 △132,566

   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  △48,897 △4,424 44,473

   投資有価証券等の売却による収入  226,143 3,598 △222,544

   貸付による支出  △485,000 ― 485,000

   その他  21,628 18,879 △2,749

   投資活動によるキャッシュ・フロー合計  △329,311 △163,096 166,214

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）  △40,000 30,000 70,000

   長期借入れによる収入  1,770,064 1,040,000 △730,064

   長期借入金の返済による支出  △1,977,028 △1,037,664 939,364

   自己株式の処分による収入  12,772 2,472 △10,300

   自己株式の買付による支出  △810 △1,099 △288

   配当金の支払額  △100,193 △100,398 △205

   財務活動によるキャッシュ・フロー合計  △335,196 △66,690 268,505

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  △381,594 117,049 498,643

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,994,234 1,612,640 △381,594

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,612,640 1,729,690 117,049
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⑤ 利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(平成18年3月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  346,874 

Ⅱ 利益処分額   

   配当金  100,113  

   役員賞与金  36,200  

   （うち監査役賞与金）  (2,200） 136,313 

Ⅲ 次期繰越利益  210,561 
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重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価 

  方法 

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法) 

(1) 満期保有目的の債券 

   同左 

 (2) 関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

(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) 

(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 

２ デリバティブ等の評価基準及 

  び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評 

  価方法 

(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 

(1) 製品、仕掛品 

  個別法による原価法 

(2) 貯蔵品 

   同左 

４ 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 

 (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 
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項目 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

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備えるため、将来

の支給見込額のうち当期負担額を計上して

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産

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。 

(2) 賞与引当金 

   同左 

 

 

(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 

 込額を計上することとしておりますが、当

事業年度は支給しないこととしたため計上

しておりません。 

 

(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。 

  なお、過去勤務債務については、その発

生時の従業員の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しており

ます。 

  また、数理計算上の差異については、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。 

６ 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、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。 

同左 

７ 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 

８ 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 

 (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 

 

 (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 

 (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 
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項目 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

９ 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 

10 その他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。 

消費税等の会計処理方法 

 同左 
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 会計処理の変更 

 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18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から適
用されることになったことに伴い、当事業年度から発生
時に費用として会計処理することとしました。 
 なお、この変更による影響額はありません。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 
 当事業年度より「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）を適用されることに伴い、同会計基準
及び同適用指針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
4,590,553千円であります。 

 

表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

―――――  前事業年度まで営業外収益の｢その他」に含めて表示
していた「受取報奨金」は、営業外収益の合計額の100
分10を超えることとなったため区分掲記することに変更
しました。 
 なお、前事業年度における「受取報奨金」の金額は
1,393千円であります。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成17年12月31日) 
当事業年度 

(平成18年12月31日) 

※１ 資産のうち担保に供しているのは、次のとおりで

あります。 

  (1) 担保提供資産 

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
 

※１ 資産のうち担保に供しているのは、次のとおりで

あります。 

  (1) 担保提供資産 

預金 15,000千円

受取手形 48,363千円

建物 17,291千円

土地 503,207千円

投資有価証券 316,145千円

敷金 139,911千円

合計 1,039,918千円
   (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 210,000千円

１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
 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 300,000千円

１年内返済予定の 
長期借入金 

409,740千円

長期借入金 1,144,055千円

合計 1,853,795千円
 ※２ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株式数 普通株式 28,000,000株

発行済株式総数 普通株式 10,306,823株
 

※２        ――――― 

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 295,483株
 

※３        ――――― 

※４ 関係会社項目 

   関係会社に対する主要な負債は次のとおりであり

ます。 

支払手形 124,908千円

買掛金 45,344千円
 

※４ 関係会社項目 

   関係会社に対する主要な負債は次のとおりであり

ます。 

支払手形 68,248千円

買掛金 24,835千円
 ※５ 期末満期手形の処理 

   当事業年度末日は金融機関の休日に当たります

が、平成17年12月31日満期手形は同日に決済され

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
 

※５ 期末満期手形の処理 

   当事業年度末日は金融機関の休日に当たります

が、平成18年12月31日満期手形は同日に決済され

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 75,699千円

支払手形 270,818千円
  ６ 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
 

 ６ 偶発債務 

    債務保証 

       リース代金支払の保証 

 取引先２社 22,526千円
  ７ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は

125,164千円であります。 

 ７        ――――― 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 114,201千円

 
※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

工具器具及び備品 30,646千円
 

 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 166,710千円

 
※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 831千円

工具器具備品 1,884千円

賃貸用機器 515千円
 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(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 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 10,306,823 ― ― 10,306,823
 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 295,483 2,420 6,000 291,903
 

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株数の増加2,420株は単元未満株式の買取りによるものであり、減少6,000株はストックオプション
の権利行使によるものであります。 

  

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18年３月30日 
定時株主総会 

普通株式 10,0113 10 平成17年12月31日 平成18年3月31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 

該当事項はありません。 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(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
  

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18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,750,690千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △21,000千円

現金及び現金同等物 1,729,690千円
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（有価証券関係） 

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 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの 

10,001 10,002 0 

時価が貸借対照表 
計上額を超えないもの 

― ― ― 

合計 10,001 10,002 0 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1)株式 288,263 504,914 216,650

(2)債券  

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 288,263 504,914 216,650

(1)株式 63,848 58,232 △5,616

(2)債券  

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 63,848 58,232 △5,616

合計 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 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

226,143 212,380 ―

 

４ 時価のない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

   割引金融債 29,985 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 205,200 

(3) 関連会社株式 15,750 

  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
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   

 (1) 国債・地方債等 10,001 ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 29,985 ― ― ―

２ その他   

  投資信託 ― ― ― ―



 

 

 

 

 

- 23 -

当事業年度（平成18年12月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1)株式 231,844 389,765 157,921

(2)債券  

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 231,844 389,765 157,921

(1)株式 121,872 113,603 △8,269

(2)債券  

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 121,872 113,603 △8,269

合計 353,716 503,368 149,651

(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 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

2,848 28 ―

 

３ 時価のない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

   割引金融債 29,921 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 205,200 

(3) 関連会社株式 15,000 

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
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   

 (1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 29,921 ― ― ―

２ その他   

  投資信託 ― ― ― ―
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（持分法投資損益） 

 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18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

 

 

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 
持分に負担させる額 

375,932千円

持分法を適用した場合の投資利益の金 
額 

2,574千円

 
 

（関連当事者との取引） 

前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の 
内容 
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

当社製品
の販売 

4,176 売掛金 1,062

同社製品
の購入 

13,338 買掛金 10関連会社 ウィルワン㈱ 
東京都 
中央区 

470,000 卸売業 
(所有) 
直接 38.3

兼任２人

製品の販売、
購入及び資金
の援助を行っ
ております。 資金の 

貸付 
485,000 

関係会
社長期
貸付金 

720,000

(注) １ 取引価格については、当社製品の市場価格から算定した価格ならびに関連会社より提示された価格を検討し、

価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

３ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 

当事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の 
内容 
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

当社製品
の販売 

3,865 売掛金 899

同社製品
の購入 

18,296 買掛金 4,305関連会社 ウィルワン㈱ 
東京都 
中央区 

470,000 卸売業 
(所有) 
直接 38.3

兼任２人

製品の販売、
購入及び資金
の援助を行っ
ております。 資金の 

貸付 
― 

関係会
社長期
貸付金 

720,000

(注) １ 取引価格については、当社製品の市場価格から算定した価格ならびに関連会社より提示された価格を検討し、

価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

３ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
(平成17年12月31日) 

当事業年度 
(平成18年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産             （千円）

退職給付引当金繰入限度超過額 264,493

未払事業税等否認額 30,591

賞与引当金 15,606

会員権評価損等 17,782

貸倒引当金損金算入限度超過額 153,525

関係会社株式評価損 283,629

その他 1,955

小計 767,585

評価性引当額 △454,938

総計 312,646

 

  繰延税金負債 

前払年金費用 △30,451

その他有価証券評価差額金 △85,869

総計 △116,321

繰延税金資産の純額 196,325
 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産             （千円）

退職給付引当金繰入限度超過額 291,688

未払事業税等否認額 7,200

賞与引当金 17,596

会員権評価損等 7,328

貸倒引当金損金算入限度超過額 161,192

関係会社株式評価損 281,900

たな卸資産評価損等 80,117

その他 44,487

小計 891,511

評価性引当額 △530,548

総計 360,963

 

  繰延税金負債 

前払年金費用 △46,813

その他有価証券評価差額金 △60,893

その他 △1,733

総計 △109,440

繰延税金資産の純額 251,522
 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

 （％）

 法定実効税率 40.69

 (調整) 

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

6.31

 貸倒引当金損金算入限度超過額 47.17

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目 

△0.33

 試験研究費の税額控除 △2.19

 住民税均等割 2.39

 会員権評価損認容 △4.08

 関係会社株式評価損 80.51

 その他 0.01

 170.48

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

 

  税引前当期純損失が計上されているため記載を省略

しております。 
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（退職給付関係） 

前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日現在) 

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退職一時金制度と適格年金制度を併用しております。 

なお、退職金制度の一部(定年退職者に係る退職金のうち70％相当分)を平成３年４月１日より適格年金制度へ移

行しております。 

また、この他に複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基金に加盟しております。平成17年12月31日現在、

年金資産残高のうち当社の持分額はおよそ2,340,605千円となっております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年12月31日) 

 イ 退職給付債務 △1,319,170千円

 ロ 年金資産 748,668千円

 ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △570,502千円

 ニ 未認識数理計算上の差異 △40,419千円

 ホ 未認識過去勤務債務 ―千円

 ヘ 貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) △610,922千円

 ト 前払年金費用 74,838千円

 チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △685,760千円

 

３ 退職給付費用に関する事項 

 イ 勤務費用 73,624千円

 ロ 利息費用 29,435千円

 ハ 期待運用収益 △11,135千円

 ニ 数理計算上の差異の費用処理額 12,479千円

 ホ 過去勤務債務の費用処理額 ―千円

 ヘ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 104,404千円

(注) 上記の退職給付費用のほか、複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基金への拠出額

138,148千円(従業員拠出分を含む)があります。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項(平成17年12月31日) 

 イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

 ロ 割引率 2.00％

 ハ 期待運用収益率 2.00％

 ニ 数理計算上の差異の処理年数 5年
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当事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日現在) 

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退職一時金制度と適格年金制度を併用しております。 

なお、退職金制度の一部(定年退職者に係る退職金のうち70％相当分)を平成３年４月１日より適格年金制度へ移

行しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年12月31日) 

 イ 退職給付債務 △1,620,171千円

 ロ 年金資産 867,986千円

 ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △752,184千円

 ニ 未認識数理計算上の差異 49,115千円

 ホ 未認識過去勤務債務 101,264千円

 ヘ 貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) △601,805千円

 ト 前払年金費用 115,049千円

 チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △716,854千円

 

３ 退職給付費用に関する事項 

 イ 勤務費用 80,931千円

 ロ 利息費用 26,383千円

 ハ 期待運用収益 △14,973千円

 ニ 数理計算上の差異の費用処理額 3,682千円

 ホ 過去勤務債務の費用処理額 9,205千円

 ヘ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 105,229千円

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項(平成18年12月31日) 

 イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

 ロ 割引率 2.00％

 ハ 期待運用収益率 2.00％

 ニ 数理計算上の差異の処理年数 5年

 ホ 過去勤務債務の処理年数 5年
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（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。 

 

（１株当たり情報） 

 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(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 497円84銭

 

１株当たり純資産額 455円05銭

 
１株当たり当期純損失 19円59銭

 

１株当たり当期純損失 25円80銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載し

ておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

 

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当期純損失（△）(千円） △159,671 △258,342 

普通株主に帰属しない金額（千円） 36,200 ― 

（うち利益処分による役員賞与金） （36,200） （―）

普通株式に係る当期純利益または当期
純損失（△）（千円） 

△195,871 △258,342 

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,998 10,014 
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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)

前事業年度 

（自 平成17年 1月 1日 

  至 平成17年12月31日）

当事業年度 

（自 平成18年 1月 1日 

  至 平成18年12月31日） 

比較増減 

(△印は減少) 

                期 別     

 

 

部 門 別     金 額     構成比 金 額     構成比 金 額     

 千円 % 千円 % 千円

漢字プリンタ・システム 7,766,315 62.0 8,198,489 64.1  432,174

広告制作プリンタ 2,128,580 17.0 2,216,541 17.3  87,960

バーコード・ラベルプリンタ 124,228 1.0 116,148 0.9  △8,080

ネットワーク機器他 610,489 4.9 330,145 2.6  △280,344

情報処理関連機器他 5,536 0.0 ― ―  △5,536

機器賃貸等収入 1,886,858 15.1 1,936,817 15.1  49,957

合計 12,522,009 100.0 12,798,140 100.0  276,131

（うち輸出高） (       6,431 ) (  0.1 ) (          421 ) (  0.0 ) (     △6,010 )

 

(2) 主要製品の期中受注高及び受注残高 

                                  (単位千円)

前事業年度 

（自 平成17年 1月 1日 

  至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年 1月 1日 

  至 平成18年12月31日） 

                期 別     

 

 

部 門 別     
受 注 高      受 注 残 高      受 注 高      受 注 残 高      

 千円 千円 千円 千円

漢字プリンタ・システム 7,928,551 353,711 8,247,941  403,162

広告制作プリンタ 2,146,943 27,853 2,204,221  15,535

バーコード・ラベルプリンタ 133,357 15,289 100,859  ―

ネットワーク機器他 548,769 18,345 353,715  41,916

合計 10,757,622 415,199 10,906,738  460,613
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6．役員の異動（平成19年3月29日付） 

 

(1) 新任監査役候補 
社外監査役（非常勤）  石井 茂雄（現 石井公認会計士事務所所長） 

 

(2) 退任予定監査役 
社外監査役（非常勤）  岸上 悦治 

 

   

 

 

 

 
 


