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(百万円未満切捨て) 

１．平成20年12月期第３四半期財務・業績の概況（平成20年１月１日～平成20年９月30日） 

（１）経営成績                                                                     (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第3四半期 9,507 △2.3 61 △78.3 7 △95.7 △287 － 

19年12月期第3四半期 9,731 7.0 283 318.5 179 － 47 － 

（参考）19年12月期 13,634  587  456  96  

 

 
1株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

20年12月期第3四半期 △21 11 － －

19年12月期第3四半期 4 30 － －

（参考）19年12月期 8 23 － －

 

（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

20年12月期第3四半期 13,053 5,593 42.9 410 95 

19年12月期第3四半期 15,238 5,919 38.8 434 84 

（参考）19年12月期 14,262 5,943 41.7 436 56 

 

（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 

20年12月期第3四半期 1,123 14 △624 2,762 

19年12月期第3四半期 127 △119 814 2,551 

（参考）19年12月期 373 36 109 2,249 
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２．配当の状況 

 1株当り配当金 

（基準日） 第3四半期末 

 円 銭 

20年12月期第3四半期  ― 

19年12月期第3四半期  ― 

 

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年1月1日～平成20年12月31日）【参考】 

(％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 14,400 5.6 681 16.0 600  31.4   301 213.3 22 11 

 

４．その他 

(1)会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  ：  有 

(2)最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：  有 

 

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想については、現時点において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスク

や不確実性が含まれております。そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業績はこれと異なる可能性があ

ります。 

 



昭和情報機器株式会社（6922） 平成 20 年 12 月期第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

 - 3 -

【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第3四半期（平成20年１月～平成20年９月）における売上状況につきましては、主力の漢字プリンタ・システ

ムの受注は順調に増加しておりますが、経済情勢の変化等により出荷が遅れる傾向がみられ、第 3 四半期（平成 20

年7月～平成20年9月）から第4四半期（平成20年10月～平成20年12月）に売上計上がずれ込む案件が多く、

漢字プリンタ・システム部門の売上高が6,194百万円と前年同期比4.5％減となりました。その結果、売上高合計は

9,507百万円（前年同期比2.3％減）となりました。 

利益面におきましては、売上高減から営業利益は61百万円（前年同期比78.3％減）、経常利益は7百万円（前年同

期比95.7％減）、四半期純利益は△287百万円（前年同期は47百万円）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第3四半期末（平成20年9月末）における総資産は、前年同期に比べ2,185百万円減少し13,053百万円となり

ました。これは、流動資産のうち受取手形及び売掛金が712百万円の減少、たな卸資産が900百万円の減少等により

流動資産合計が前年同期比1,395百万円減少し、固定資産合計も同789百万円減少したことによります。 

受取手形及び売掛金の減少は、回収が順調に進んだものの受注案件の売上計上が遅れていることによるものであり、

たな卸資産の減少は在庫の圧縮等によります。固定資産の減少は主に前期末の貸倒引当金の増加や投資有価証券の売

却等によります。 

また、負債は営業キャッシュ・フローの改善から長短借入金を 1,326 百万円圧縮したこと等により、前年同期比

1,859百万円減少の7,459百万円となりました。 

純資産は利益剰余金の減少等により前年同期比325百万円減少し5,593百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、第3四半期の売上、利益は計画から若干遅れておりますが、順調な受注残の積みあがり

から、第4四半期に上乗せした売上、利益を見込んでおり、平成20年8月18日発表の「平成20年12月期中間決算

短信（非連結）」に記載の業績予想から変更はありません。 

 

４．その他 

（1）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上基準、その他影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。 

（2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

（役員退職慰労引当金の計上） 

役員退職慰労引当金は、従来、支払時の費用として処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特

別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保

証実務委員会報告第42号 平成19年4月13日）の公表に伴い、当期より内規に基づく期末要支給額を役員退職

慰労引当金として計上する方法に変更することといたしました。 

この変更により、当四半期発生額14,948千円は販売費及び一般管理費に、また過年度相当額264,959千円は特

別損失に計上しております。この結果、従来の方法に比べ、営業利益及び経常利益はそれぞれ26,575千円増加し、

税引前四半期純利益は238,383千円減少しております。 
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５．（要約）四半期財務諸表 

（1）（要約）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当四半期 
（平成20年12月期 
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成19年12月期 
第３四半期） 

比較増減 
（参考） 

平成 19 年 12 月期

         期 別 

 

 科 目 
金額 金額 金額 金額 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金 2,883,848 2,672,359 211,488 2,370,537

 ２ 受取手形及び売掛金 3,357,126 4,069,721 △712,595 4,625,843

 ３ たな卸資産 3,744,185 4,644,192 △900,006 3,921,504

 ４ その他 119,326 115,305 4,020 97,412

 ５ 貸倒引当金 △5,371 △6,511 1,140 △7,401

  流動資産合計 10,099,115 11,495,068 △1,395,952 11,007,896

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産 1,249,093 1,266,733 △17,639 1,312,834

 ２ 無形固定資産 417,959 646,192 △228,233 530,764

 ３ 投資その他の資産  

    投資有価証券 341,635 629,714 △288,078 424,591

    その他 1,666,534 1,673,665 △7,130 1,719,839

    貸倒引当金 △721,310 △473,310 △248,000 △733,310

   投資その他の資産合計 1,286,860 1,830,070 △543,209 1,411,121

  固定資産合計 2,953,913 3,742,996 △789,082 3,254,720

資産合計 13,053,029 15,238,065 △2,185,035 14,262,617
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(単位：千円)

当四半期 
（平成20年12月期 
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成19年12月期 
第３四半期） 

比較増減 
（参考） 

平成 19 年 12 月期

         期 別 

 

 科 目 
金額 金額 金額 金額 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

   支払手形及び買掛金 1,878,812 2,679,564 △800,752 2,378,395

   短期借入金 1,511,000 2,424,000 △913,000 1,839,000

   １年内返済予定の長期借入金 1,004,740 938,740 66,000 918,740

   その他 497,387 497,384 2 489,292

  流動負債合計 4,891,939 6,539,688 △1,647,749 5,625,427

Ⅱ 固定負債  

   長期借入金 1,510,260 1,990,000 △479,740 1,890,815

   その他 1,057,083 788,639 268,443 803,342

  固定負債合計 2,567,343 2,778,639 △211,296 2,694,157

負債合計 7,459,282 9,318,328 △1,859,045 8,319,584

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本  

   資本金 2,744,673 2,744,673 － 2,744,673

   資本剰余金 2,815,222 2,815,222 － 2,815,222

   利益剰余金 234,788 473,757 △238,968 522,138

   自己株式 △117,071 △116,600 △470 △116,761

   株主資本合計 5,677,614 5,917,053 △239,439 5,965,273

Ⅱ 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 △70,551 32,282 △102,833 1,870

   繰延ヘッジ損益 △13,316 △29,599 16,283 △24,110

   評価・換算差額等合計 △83,867 2,682 △86,550 △22,240

純資産合計 5,593,747 5,919,736 △325,989 5,943,032

負債・純資産合計 13,053,029 15,238,065 △2,185,035 14,262,617
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（2）（要約）四半期損益計算書 

(単位：千円)

当四半期 
（平成20年12月期 
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成19年12月期 
第３四半期） 

比較増減 
（参考） 

平成 19 年 12 月期

         期 別 

 

 科 目 
金額 金額 金額 金額 

Ⅰ 売上高 9,507,959 9,731,080 △223,121 13,634,320

Ⅱ 売上原価 6,051,050 6,137,789 △86,738 8,645,229

 売上総利益 3,456,908 3,593,290 △136,382 4,989,091

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,395,200 3,309,542 85,657 4,402,031

  営業利益 61,707 283,747 △222,040 587,060

Ⅳ 営業外収益 58,895 47,578 11,317 63,720

Ⅴ 営業外費用 112,929 151,646 △38,717 194,076

 経常利益 7,674 179,679 △172,005 456,704

Ⅵ 特別利益 － － － 28,200

Ⅶ 特別損失 281,875 82,000 199,875 400,879

税引前四半期(当期)純利益 

又は税引前四半期純損失(△) 
△274,201 97,679 △371,881 84,025

 税金費用 13,148 49,977 △36,829 △12,057

 四半期(当期)純利益 

又は四半期純損失(△) 
△287,349 47,702 △335,051 96,082
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（3）（要約）四半期株主資本等変動計算書 

当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

（単位：千円）

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19年12月31日残高 2,744,673 2,814,671 551 2,815,222 123,837 350,000 48,300 522,138 △116,761 5,965,273

当四半期中の変動額    

 四半期純損失（△）  △287,349 △287,349 △287,349

 自己株式の取得    △309 △309

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純額) 

   

当四半期中の変動額合計 － － － － － － △287,349 △287,349 △309 △287,658

平成20年９月30日残高 2,744,673 2,814,671 551 2,815,222 123,837 350,000 △239,048 234,788 △117,071 5,677,614

 

 

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19年12月31日残高 1,870 △24,110 △22,240 5,943,032

当四半期中の変動額   

 四半期純損失（△）   △287,349

 自己株式の取得   △309

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純額) 

△72,421 10,794 △61,626 △61,626

当四半期中の変動額合計 △72,421 10,794 △61,626 △349,285

平成20年９月30日残高 △70,551 △13,316 △83,867 5,593,747
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（4）（要約）四半期キャッシュ・フロ－計算書 

（単位：千円）

 

 
当四半期 

（平成20年12月期
第３四半期） 

前年同四半期 

（平成19年12月期
第３四半期） 

比較増減 

（△は減少） 

（参考） 

平成19年12月期

区分 金額 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ－  

税引前四半期(当期)純利益又は 
税引前四半期純損失（△） △274,201 97,679 △371,881 84,025

減価償却費 279,232 257,539 21,693 368,225

賞与引当金の増減額（△減少額） 131,175 129,983 1,191 △1,337

退職給付引当金の増加額 35,751 44,567 △8,815 59,838

役員退職慰労引当金の増加額 238,383 － 238,383 －

貸倒引当金の増減額（△減少額） △2,643 80,480 △83,123 341,370

受取利息及び配当金 △11,463 △21,251 9,788 △28,581

有価証券等売却益 △443 － △443 △28,200

支払利息 109,142 118,874 △9,732 142,842

株式交付費 － 4,903 △4,903 4,903

ヘッジ取引損益（△利益） △8,381 － △8,381 18,622

固定資産除売却損 16,915 77 16,838 57,724

その他の損失 － － － 1,154

機器組込ソフトウェアの増加額 △58,206 △85,410 27,203 △121,435

売上債権の増減額（△増加額） 1,182,655 14,721 1,167,933 △464,516

たな卸資産の増減額（△増加額） 147,617 △756,972 904,590 △77,848

仕入債務の増減額（△減少額） △499,583 407,915 △907,498 106,746

その他 △48,545 △61,112 12,566 28,300

 小計 1,237,405 231,995 1,005,409 491,837

利息及び配当金の受取額 10,514 18,275 △7,760 25,373

利息の支払額 △108,855 △114,383 5,528 △135,074

法人税等の支払額 △15,954 △8,460 △7,494 △9,043

  営業活動によるキャッシュ・フロ－ 1,123,110 127,427 995,683 373,092

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ－  

定期預金の預入による支出 － △100,000 100,000 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △15,169 △16,975 1,806 △23,335

有形固定資産の売却による収入 － － － 142

投資有価証券の取得による支出 △901 △11,094 10,193 △62,290

投資有価証券の売却による収入 1,206 10,605 △9,398 238,805

その他 29,125 △2,473 31,598 △16,342

  投資活動によるキャッシュ・フロ－ 14,261 △119,938 134,199 36,980

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ－  

短期借入金の純増減額(△減少額) △328,000 △676,000 348,000 △1,261,000

長期借入れによる収入 600,000 910,000 △310,000 910,000

長期借入金の返済による支出 △894,555 △781,099 △113,456 △900,284

株式の発行による収入 － 1,363,096 △1,363,096 1,363,096

自己株式の買付による支出 △309 △443 133 △604

配当金の支払額 △1,196 △1,373 176 △1,433

  財務活動によるキャッシュ・フロ－ △624,061 814,180 △1,438,241 109,774

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 513,311 821,669 △308,358 519,847

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,249,537 1,729,690 519,847 1,729,690

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 2,762,848 2,551,359 211,488 2,249,537
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６．販売実績 

当四半期 
（平成20年12月期 
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成19年12月期 
第３四半期） 

（参考） 

平成 19 年 12 月期 
         期 別 

 

 科 目 金額 
（千円） 

構成比
（％）

金額 
（千円） 

構成比
（％）

金額 
（千円） 

構成比
（％）

 漢字プリンタ・システム 6,194,882 65.1 6,488,924 66.7 8,983,805 65.9

 広告制作プリンタ 1,547,349 16.3 1,486，845 15.3 2,224,689 16.3

 バーコード・ラベルプリンタ 63,433 0.7 123,135 1.2 157,678 1.2

 ネットワ－ク機器及び他 155,016 1.6 173,442 1.8 251,250 1.8

 情報処理関連機器及び他 － － 8,848 0.1 8,848 0.1

 機器賃貸等収入 1,547,278 16.3 1,449,884 14.9 2,008,048 14.7

合計 9,507,959 100.0 9,731,080 100.0 13,634,320 100.0

 


