
 
 

    (財)財務会計基準機構会員     

平成19年12月期 中間決算短信(非連結)  
 

平成19年8月21日 
上場会社名 昭和情報機器株式会社 上場取引所 JASDAQ 
コード番号 6922 URL http://www.sis.co.jp
  
代  表  者  役職名 代表取締役会長兼社長 （氏名）寺田光弘  
問合せ先責任者  役職名 専務取締役管理本部長兼経営企画室長（氏名）富山貢太郎 TEL(03)3403－7101
 
半期報告書提出予定日 平成19年９月20日 配当支払開始予定日 ― 
   
 (百万円未満切捨て)

1. 19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 
(1) 経営成績                          （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 
    百万円 ％    百万円 ％    百万円 ％    百万円 ％

19年６月中間期 6,769 4.9   232 18.0   164 62.0    40 357.8

18年６月中間期 6,453 20.6   196 △39.8   101 △61.4     8 ― 

   18年12月期 12,798    230     89  △258  

 

 
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 

       円 銭      円 銭

19年６月中間期 4 06   ― ― 

18年６月中間期     0 89  ― ― 

   18年12月期 △25 80   ― ― 
 
(参考) 持分法投資損益 19年6月中間期 △２百万円 18年6月中間期 34百万円 18年12月期 ２百万円 
 
(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 

19年６月中間期 14,572  4,597 31.5  459 09 

18年６月中間期 14,544  4,846 33.3  483 84 

   18年12月期 13,861  4,557 32.9  455 05 
 
(参考) 自己資本 19年6月中間期 4,597百万円 18年6月中間期 4,846百万円 18年12月期 4,557百万円 
 
(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 

19年６月中間期 522 △118 △370 1,762 

18年６月中間期 △190 △134  273 1,561 

   18年12月期   346 △163  △66 1,729 
 
2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第  １ 
四半期末 

中間期末 
第  ３ 
四半期末 

期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭  円 銭

18年12月期 ― ― ― ― ― 

19年12月期 ― ―  

19年12月期(予想)  ― 10 00
10 00

 
3. 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） 

（％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円   ％ 百万円 ％ 百万円 ％   円    銭

通期  14,100 10.2     691 199.7    570 537.1    241  ― 17 70 
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4. その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基
本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更 無 

（注）詳細は、17ページ「会計処理の変更」をご覧ください。 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数 
(自己株式を含む) 

19年6月中間期 10,306,823株 18年6月中間期 10,306,823株 18年12月期 10,306,823株

② 期末自己株式数 19年6月中間期 292,533株 18年6月中間期 290,393株 18年12月期 291,903株

（注）１.１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

 ２.19年12月期業績予想の１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数には、28ページ「重要な後発事象」

に記載の第三者割当増資による新株式3,600,000株を含めております。 

 

※ 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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１.経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（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、堅調な輸出や企業業績の改善等により設備投資や個人消費

の回復傾向が見られ、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6,769百万

円（前年同期比4.9％増）となりました。また、利益面では、販売費及び一般管理費の圧縮等に務めた

結果、経常利益は164百万円（前年同期比62.0％増）、中間純利益は40百万円（前年同期比357.8％増）

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4,613百万円（前年同期比7.8％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2,231百万円（前年同期比7.0％増）になったほか、サプライ

品も2,351百万円（前年同期比10.4％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975百万円（前年同期比4.1％増）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165百万円（前年同期比22.0％減）となりましたが、「POP

プリンタ」が810百万円（前年同期比11.8％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78百万円（前年同期比6.2％増）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119百万円（前年同期比38.0％減）となりました。これは、「磁

気テープデータ高速転送装置」が51百万円(前年同期比35.4％減)となったほか、ネットワーク機器

も25百万円（前年同期比45.7％減）となったことによります。 

〔機器賃貸等収入部門〕 

機器賃貸等収入部門の売上高は981百万円（前年同期比1.1％増）となりました。これは、当部門

のうち機器賃貸収入は71百万円（前年同期比16.7％増）となったほか、技術サービス収入も910百万

円（前年同期比0.1％増）となったためであります。 

（通期の見通し） 

今後の経済環境につきましては、米国経済の先行き不透明感や国内の金利上昇見込等があって企業

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14,100百万円となる見込みです。 

一方利益面では、引き続きたな卸資産の圧縮に努める所存ですので粗利益率が低下する要因が残り

ますが、あわせて販売費及び一般管理費の圧縮にも努力致しますので、経常利益570百万円、当期純利

益241百万円となる見込みです。 
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(2) 財政状態に関する分析 

（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33百万円

増加し、当中間期末残高は1,762百万円となりました。 

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〕 

営業活動によって得られた資金は522百万円（前年同期は190百万円の使用）となりました。 

これは主に、売上債権の増加額387百万円、たな卸資産の増加額389百万円等により資金を使用しまし

たが、税引前中間純利益82百万円、減価償却費170百万円、仕入債務の増加額811百万円等により資金

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118百万円（前年同期比11.5%減）となりました。これは主に、定

期預金の預入れによる支出100百万円等によるものです。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動によって使用した資金は370百万円（前年同期は273百万円の獲得）となりました。これは

主に、短期借入金の純減額426百万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17年6月中間 平成18年6月中間 平成19年6月中間 平成18年12月期

自己資本比率（％） 33.5 33.3 31.5 32.9

時価ベースの自己資本比率（％） 35.5 34.9 25.8 27.2

債務償還年数（年） 4.4  ― 6.0 17.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.5 ― 8.1 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. 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。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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。 

当期末の配当金につきましては、１株当たり10円を予想しております。 
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2. 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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3. 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)目標とする経営指標 

当社は本業の利益を示す「売上高営業利益率」の向上を目指すとともに「売上高経常利益率」につい

て、より高い水準を目指してまいります。 

 

(3) 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。 

特に社内体制につきましては、現状の営業本部、技術本部、管理本部の３本部体制を維持したうえで、

その相互の関連を一層密にするとともに各本部のパフォーマンスをより高めるため、管理職の責任と権

限を明確にしたうえで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。 

 

(4) 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。 

①一昨年販売開始したSR3000につきましては、最近その機能をさらに高めており、下期以降印刷業界等

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。 

②モノクロプリンタにつきましても、環境基準を重視した新製品（SX8000シリーズ）を今年年初に投入

しましたが、下期以降も、その販売にさらに注力致します。 

また、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。 
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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    

現金及び預金 ※２ 1,567,986 1,883,813 1,750,690 

受取手形 
※２ 
 ３ 

1,329,903 1,478,681 1,424,955 

売掛金  2,950,352 2,993,467 2,635,204 

たな卸資産  5,220,428 4,266,757 4,538,153 

その他  108,754 104,460 142,778 

貸倒引当金  △1,752 △7,602 △6,496 

流動資産合計   11,175,673 76.8 10,719,577 73.6  10,485,286 75.6

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 
※１ 
 ２ 

1,356,513 9.3 1,350,070 9.3 1,381,208 10.0

無形固定資産  22,624 0.2 618,454 4.2 21,484 0.2

投資その他の資産       

投資有価証券 ※２ 748,762 700,768 708,568 

敷金 ※２ 240,397 243,551 238,296 

その他  1,400,658 1,413,224 1,443,461 

貸倒引当金  △400,454 △473,310 △416,524 

投資その他の 
資産合計 

 1,989,364 13.7 1,884,234 12.9 1,973,801 14.2

固定資産合計   3,368,503 23.2 3,852,759 26.4  3,376,493 24.4

資産合計   14,544,176 100.0 14,572,337 100.0  13,861,779 100.0
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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    

支払手形 ※３ 1,069,806 1,307,178 1,380,558 

買掛金  993,551 1,776,011 891,090 

短期借入金 ※２ 3,440,000 2,674,000 3,100,000 

一年内返済予定の 
長期借入金 

※２ 961,664 896,322 844,534 

未払法人税等  41,087 43,088 17,465 

賞与引当金  41,244 39,809 38,826 

役員賞与引当金  10,000 ― ― 

その他 ※６ 557,750 508,204 324,258 

流動負債合計   7,115,103 48.9 7,244,615 49.7  6,596,733 47.6

Ⅱ 固定負債    

長期借入金 ※２ 1,837,007 1,960,685 1,955,305 

退職給付引当金  714,874 735,056 716,854 

その他  30,848 34,540 35,572 

固定負債合計   2,582,729 17.8 2,730,281 18.7  2,707,732 19.5

負債合計   9,697,833 66.7 9,974,897 68.4  9,304,465 67.1

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

  資本金   2,060,673 14.2 2,060,673 14.1  2,060,673 14.9

  資本剰余金    

  資本準備金  2,130,671 2,130,671 2,130,671 

  その他資本剰余金  551 551 551 

資本剰余金合計   2,131,222 14.6 2,131,222 14.6  2,131,222 15.4

  利益剰余金    

  利益準備金  123,837 123,837 123,837 

  その他利益剰余金    

別途積立金  350,000 350,000 350,000 

繰越利益剰余金  219,445 △7,111 △47,781 

利益剰余金合計   693,282 4.8 466,725 3.3  426,055 3.0

  自己株式   △115,526 △0.8 △116,382 △0.8  △116,157 △0.8

株主資本合計   4,769,652 32.8 4,542,240 31.2  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 

  104,297 0.7 83,777 0.6  88,758 0.6

  繰延ヘッジ損益   △27,606 △0.2 △28,577 △0.2  △33,239 △0.2

評価・換算差額等 
合計 

  76,690 0.5 55,200 0.4  55,518 0.4

純資産合計   4,846,342 33.3 4,597,440 31.6  4,557,313 32.9

負債純資産合計   14,544,176 100.0 14,572,337 100.0  13,861,779 100.0
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(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   6,453,212 100.0 6,769,141 100.0  12,798,140 100.0

Ⅱ 売上原価   3,981,648 61.7 4,359,883 64.4  8,052,742 62.9

   売上総利益   2,471,564 38.3 2,409,257 35.6  4,745,397 37.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,274,772 35.3 2,177,077 32.2  4,514,811 35.3

営業利益   196,792 3.0 232,180 3.4  230,586 1.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  30,426 0.5 27,504 0.4  60,116 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  125,722 1.9 95,258 1.4  201,242 1.6

経常利益   101,496 1.6 164,426 2.4  89,461 0.7

Ⅵ 特別損失 ※３  29,224 0.5 82,000 1.2  318,995 2.5

税引前中間純利益 
又は税引前当期純 
損失（△） 

  72,271 1.1 82,426 1.2  △229,533 △1.8

法人税、住民税 
及び事業税 

  31,629 33,268 13,731 

法人税等追徴税額  20,052 ― 22,494 

法人税等調整額  11,706 63,387 1.0 8,487 41,755 0.6 △7,416 28,809 0.2

中間純利益又は 
当期純損失（△） 

  8,883 0.1 40,670 0.6  △258,342 △2.0
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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18年１月１日 至 平成18年６月30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

 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          85        85         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 

 (千円) 
    ―        ―        85        85        ―        ― △127,429 △127,429     1,916 △125,426

 平成18年６月30日残高 

 (千円) 
2,060,673 2,130,671       551 2,131,222   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

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 
 (千円) 

 △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
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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

 中間会計期間中の変動額           

  中間純利益         40,670    40,670     40,670

  自己株式の取得             △225     △225

  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) 
       ―        ―        ―        ―        ―        ―    40,670    40,670     △225    40,445

 平成19年６月30日残高 

 (千円) 
2,060,673 2,130,671       551 2,131,222   123,837   350,000   △7,111   466,725 △116,382 4,542,240

 

 

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18年12月31日残高 
(千円) 

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

中間会計期間中の変動額     

 中間純利益       40,670

 自己株式の取得      △225

  株主資本以外の項目の中間 

  会計期間中の変動額(純額) 
  △4,980     4,662     △318   △318

 中間会計期間中の変動額合計 
 (千円) 

  △4,980     4,662   △318   40,126

平成19年６月30日残高 
(千円) 

   83,777  △28,577   55,200 4,597,440
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前事業年度(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) 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   
税引前中間純利益又は 
税引前当期純損失（△） 

 72,271 82,426 △229,533

減価償却費  155,348 170,912 347,868

賞与引当金の増加額  2,890 983 472

役員賞与引当金の増加額  10,000 ― ―

退職給付引当金の増減額（△減少額）  6,057 25,028 △9,116

貸倒引当金の増加額  3,225 81,571 30,754

受取利息及び配当金  △18,900 △17,527 △34,238

支払利息  71,171 68,658 144,385

有価証券等売却益  ― ― △28

固定資産除売却損  18,176 41 20,893

その他の損失  ― ― 7,335

役員賞与支払額  △36,200 ― △36,200

機器組込ソフトウェアの増加額  ― △48,385 ―

売上債権の増減額（△増加額）  516,387 △387,705 720,318

たな卸資産の増減額（△増加額）  △176,478 △389,746 314,450

仕入債務の増減額（△減少額）  △699,399 811,541 △491,108

未払消費税等の増減額(△減少額)  15,550 △24,725 24,142

その他流動資産の増減額（△増加額）  △11,123 15,094 △27,323

その他流動負債の増減額（△減少額）  236,068 191,629 △19,081

 小計  165,048 579,796 763,990

利息及び配当金の受取額  18,894 14,948 33,759

利息の支払額  △72,733 △64,167 △141,547

法人税等の支払額  △301,416 △8,460 △309,366

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △190,206 522,117 346,836

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  ― △100,000 △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  △161,853 △13,441 △176,151

投資有価証券の取得による支出  △598 △10,798 △4,424

投資有価証券の売却による収入  ― 10,605 3,598

その他  18,428 △4,995 18,879

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △134,022 △118,629 △163,096

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）  370,000 △426,000 30,000

長期借入れによる収入  530,000 510,000 1,040,000

長期借入金の返済による支出  △528,832 △452,832 △1,037,664

自己株式の処分による収入  2,472 ― 2,472

自己株式の買付による支出  △469 △225 △1,099

配当金の支払額  △99,596 △1,306 △100,398

  財務活動によるキャッシュ・フロー  273,574 △370,363 △66,690

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)  △50,654 33,123 117,049

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,612,640 1,729,690 1,612,640

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  1,561,986 1,762,813 1,729,690
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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) 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 

(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) 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 

  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。 

   また、機器組込ソフトウェア

については、機器の販売見込期

間（４年以内）における見込販

売台数に基づく償却額と販売可

能な残存有効期間に基づく均等

配分額を比較し、いずれか大き

い額を計上しております。 

(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。 
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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) 

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) 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)    ――――― (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

付債務及び年金資金の見込額に基

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 

  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、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、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 

 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、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 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 
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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 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) 

（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。 

――――― （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。 

――――― （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。 

――――― （有形固定資産の減価償却の方法） 

当中間会計期間より、法人税法の改正（「所

得税法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

降に取得した有形固定資産については、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。 

――――― 
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追加情報 

 
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) 

――――― 機器組込ソフトウェアにかかる原価は、前

事業年度まで、その経済的価値を販売用機器

と一体であると考え、販売用機器の製品群を

集計単位として管理していたため、機器の改

良にかかる原価とともに仕掛品に計上して

いましたが、当中間会計期間から、製品使用

の多様化等の環境の変化に対応し、原価管理

の精度を高めたことを契機として、より実態

に則した会計処理を行うため、発生原価にか

かる作業区分の見直し及び細分化を行い、そ

れぞれ作業区分ごとに明確に区分・集計する

ことが可能となりました。これに伴い、作業

区分に応じて、機器の改良にかかる部分と機

器組込ソフトウェアにかかる部分に区分し、

前者は従来どおり仕掛品として、後者は無形

固定資産のソフトウェアまたはソフトウェ

ア仮勘定に計上することとしました。 

なお、従来と同様の区分集計に直した場合

の仕掛品は613,553千円であります。 

――――― 

――――― ユーザーに販売した大型プリンタで使用

するドラムについては、従来、３年で費用化

を実施してきましたが、ドラムの最近の使用

状況を勘案し、当中間会計期間より２年で費

用化を実施することに変更しました。この変

更により、売上原価が123,903千円増加し、

売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益がそれぞれ同額減少しておりま

す。 

――――― 

 - 18 -



 
 

昭和情報機器株式会社（6922） 平成19年12月期中間決算短信（非連結） 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
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 

1,787,074千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,634,198千円

※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 

預金 15,000千円

受取手形 25,502千円

建物 16,470千円

土地 503,207千円

投資有価証券 314,263千円

敷金 139,911千円

合計 1,014,353千円
 

※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 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 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 300,000千円

一年内返済
予定の長期
借入金 

454,740千円

長期借入金 1,040,685千円

合計 1,795,425千円
 

  (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 

409,740千円

長期借入金 1,144,055千円

合計 1,853,795千円
 

※３    ――――― ※３ 中間期末日満期手形の処理 

   当中間会計期間の末日は金融

機関の休日に当たりますが、中

間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 24,209千円

支払手形 363,172千円
 

※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 75,699千円

支払手形 270,818千円
 

 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１社 14,576千円
 

 ４ 偶発債務 

    債務保証 

     リース代金支払の保証 

取引先２社 22,526千円
 

 ５ 受取手形割引高   

100,000千円 

 

５    ―――――  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 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 8,352千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 22,322千円

  

※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 68,658千円

シンジケートロ
ーン手数料 

25,000千円

  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 144,385千円

シンジケートロ
ーン手数料 

52,500千円

  

※３ 特別損失 

固定資産除却損 514千円

本社移転費用 28,709千円

  

※３ 特別損失 

貸倒引当金繰入
額 

82,000千円

  

※３ 特別損失 

固定資産除却損 3,231千円

本社等移転費用 33,559千円

たな卸資産廃棄
損 

99,467千円

たな卸資産評価
損 

175,401千円

  

 ４ 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

  

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 155,813千円

無形固定資産 165,501千円

  

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 314,972千円

無形固定資産 6,584千円
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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 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

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 当中間会計期間末 

普通株式（株） 295,483 910 6,000 290,393

（変動事由の概要） 

普通株式の自己株式数の増加910株は、単元未満株式の買取によるものであり、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 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 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 100,113 10 平成17年12月31日 平成18年３月31日

 

 (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの   

該当事項はありません。 
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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 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

 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 当中間会計期間末 

 普通株式（株） 291,903 630 ― 292,533

（変動事由の概要） 

普通株式の自己株式数の増加630株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

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) 

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 100,113 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。 
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昭和情報機器株式会社（6922） 平成19年12月期中間決算短信（非連結） 

(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19年６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,883,813千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△121,000千円

現金及び現金同等物 1,762,813千円
 

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
 

 

 - 23 -



 
 

昭和情報機器株式会社（6922） 平成19年12月期中間決算短信（非連結） 

(リース取引関係) 

 
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)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 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高   
相当額 
(千円) 

工具器具 
及び備品 

75,735 25,688 50,046 

合計 75,735 25,688 50,046 

  

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

70,627 36,961 33,665

合計 70,627 36,961 33,665

  

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

70,627 28,983 41,643

合計 70,627 28,983 41,643

  

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 16,381千円

１年超 33,665千円

合計 50,046千円

(注) 取得価額相当額及び未経過リ

ース料中間期末残高相当額

は、有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いた

め、中間財務諸表等規則第５

条の３において準用する財務

諸表等規則第８条の６第２項

の規定に基づき、支払利子込

み法により算定しておりま

す。 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 15,562千円

１年超 18,103千円

合計 33,665千円

同左 

  

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 15,899千円

１年超 25,743千円

合計 41,643千円

(注) 取得価額相当額及び未経過リ

ース料期末残高相当額は、有

形固定資産及び未経過リース

料の期末残高等に占める割合

が低いため、財務諸表等規則

第８条の６第２項の規定に基

づき、支払利子込み法により

算定しております。 

  

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 8,766千円

減価償却費 
相当額 

8,766千円

  

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 7,977千円

減価償却費 
相当額 

7,977千円

 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 17,372千円

減価償却費 
相当額 

17,372千円

 

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 

(2)オペレーティング・リース取引 

（貸手側） 

  未経過受取リース料 

１年内 12,876千円

１年超 27,898千円

合計 40,774千円
 

(2)オペレーティング・リース取引 

（貸手側） 

  未経過受取リース料 

１年内 12,876千円

１年超 15,022千円

合計 27,898千円
 

(2)    ――――― 

 

 

 

 - 24 -



 
 

昭和情報機器株式会社（6922） 平成19年12月期中間決算短信（非連結） 

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間(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

 

 

当中間会計期間(平成19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 354,314 495,568 141,253

(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 

29,972

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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昭和情報機器株式会社（6922） 平成19年12月期中間決算短信（非連結） 

前事業年度(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 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 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 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 

29,921

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 15,000

 

 

（持分法投資損益） 

 

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) 

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 

 

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) 

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 460,406千円 

持分法を適用した場合の投資損失の金額 2,474千円 

 

前事業年度(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べき金額 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 
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昭和情報機器株式会社（6922） 平成19年12月期中間決算短信（非連結） 

(１株当たり情報) 

 
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 483.84円

１株当たり中間純利益 0.89円

潜在株式調整後1株当たり中間純利益  

               0.89円 

１株当たり純資産額 459.09円

１株当たり中間純利益 4.06円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、希薄化効果を有する潜在株式

がないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 455.05円

１株当たり当期純損失 25.80円

 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株当たり中間純利益または当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎 

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株当たり中間純利益または当期純損失   

 中間純利益または当期純損失（△）（千円） 8,883 40,670 △258,342

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

 普通株式に係る中間純利益または当期純損失（△） 

（千円） 
8,883 40,670 △258,342

 普通株式の期中平均株式数（株） 10,013,850 10,014,755 10,014,606

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益  

 中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

 普通株式増加数（株） 24,024 ― ―

 （うち新株予約権） （24,024）  （ ― ）  （ ― ）
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昭和情報機器株式会社（6922） 平成19年12月期中間決算短信（非連結） 

（重要な後発事象） 

 

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) 

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) 

 平成19年７月３日開催の当社取締役会において第三者割当による新株式発行を決議し、平成19年７月19

日付で実施いたしました。 

 その概要は以下のとおりです。 

(１)発行新株式数 普通株式  3,600,000株 

(２)発行価額 1株につき 金 380円 

(３)発行価額の総額 1,368,000,000円 

(４)資本組入額 1株につき 金 190円 

(５)資本組入額の総額 684,000,000円 

(６)申込期間 平成19年７月11日（水）から平成19年７月18日（水）まで 

(７)払込期日 平成19年７月19日（木） 

(８)割当先及び割当株式数 株式会社マースエンジニアリング  3,600,000株 

(９)割当新株式の譲渡報告に関する事項 当社は割当先との間において、割当新株式について発行日から２

年以内に譲渡した場合には、その旨を当社へ報告する旨の確約を

しております。 

(10)資金の使途 新製品開発投資資金及び運転資金として充当するものとします。

 

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。 

 

 

（開示の省略） 

 

デリバティブ取引、ストックオプション等、企業結合等に関する注記事項については、中間決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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昭和情報機器株式会社（6922） 平成19年12月期中間決算短信（非連結） 

5.その他  

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) 

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 4,278,521 66.3 4,613,787 68.2 8,198,489 64.1

広告制作プリンタ 936,860 14.5 975,671 14.4 2,216,541 17.3

バーコード・ラベルプリンタ 73,688 1.2 78,238 1.1 116,148 0.9

ネットワーク機器他 193,574 3.0 119,969 1.8 330,145 2.6

機器賃貸等収入 970,568 15.0 981,476 14.5 1,936,817 15.1

合計 6,453,212 100.0 6,769,141 100.0 12,798,140 100.0

（うち輸出高） （―） （―） （―） （―） （421） （0.0）

 

(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) 

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 4,961,788 1,036,978 5,043,996 833,372 8,247,941 403,162

広告制作プリンタ 953,796 44,790 993,797 33,661 2,204,221 15,535

バーコード・ラベルプリンタ 65,758 7,359 85,928 7,690 100,859 ―

ネットワーク機器他 208,788 33,560 103,464 25,411 353,715 41,916

合計 6,190,132 1,122,687 6,227,187 900,136 10,906,738 460,613
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