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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 3,502 ― △83 ― △96 ― △218 ―
20年12月期第1四半期 3,797 40.8 235 ― 203 ― △61 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 △16.02 ―
20年12月期第1四半期 △4.53 ―

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

21年12月期第1四半期 14,367 5,511 38.4 404.97
20年12月期 14,467 5,761 39.8 423.27

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  5,511百万円 20年12月期  5,761百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― ― ―
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
― ― 8.00 8.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

第2四半期 
累計期間

7,388 8.2 187 △7.6 177 3.6 54 ― 3.97

通期 14,400 0.4 531 84.0 497 121.9 350 ― 25.72
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 13,906,823株 20年12月期  13,906,823株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  297,635株 20年12月期  295,675株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 13,610,205株 20年12月期第1四半期 13,613,180株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.平成21年２月13日に公表しました業績予想を修正し、本日平成21年５月11日に「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示し
ております。 
２.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融資本市場の危機を契機とした景気後退によ

って企業収益、設備投資は大幅に減少、雇用環境も依然として厳しく、景気低迷の長期化が懸念される状
況となっております。 
 このような厳しい経営環境の中、当社は業容の拡大と業績の確保を目指した結果、売上高は3,502百万
円（前年同期比7.8％減）となりました。 
 部門別売上高の状況につきましては、漢字プリンタ・システムは2,566百万円（前年同期比3.9％減）、
広告制作プリンタは411百万円（同27.5％減）、バーコード・ラベルプリンタは11百万円（同38.5％
減）、ネットワーク機器及びその他は26百万円（同31.6％減）、機器賃貸等収入486百万円（同3.2％減）
となりました。 
 利益面につきましては、売上総利益が売上高の減少や利益率（売上総利益率30.8％、前年同期比4.6％
減）の低下等から1,079百万円（前年同期比19.7％減）となりました。 
 その結果、営業損失は83百万円、（前年同期は営業利益235百万円）、経常損失は96百万円（前年同期
は経常利益203百万円）となり、また特別損失として、たな卸資産評価損107百万円、投資有価証券評価損
10百万円の合計117百万円計上したことにより、四半期純損失は218百万円（前年同期は61百万円）となり
ました。 

  

  
当第１四半期末における総資産は前事業年度末に比べ99百万円減少し、14,367百万円となりました。 

 負債は前事業年度末に比べ150百万円増加し8,855百万円となり、純資産は249百万円減少し5,511百万円
となりました。 
（キャッシュ・フローの現状） 
 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資産」という。）は、前事業年度末に比べ116百万
円増加し、2,775百万円となりました。 
 当第１四半期中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
（１）営業キャッシュ・フロー 
営業活動によって得られた資金は548百万円となりました。これは主に、税引前四半期損失214百万円等

により資金を使用しましたが、仕入債務の増加額510百万円、売上債権の減少額147百万円、賞与引当金の
増加額126百万円等により資金が得られたことによるものです。 
（２）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7百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出
によるものです。 
（３）財務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425百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出
によるものであります。 

  

  
当第1四半期会計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年2月

13日に公表いたしました業績予想を修正しております。 
 詳細は本日別途開示いたしました「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下
さい。 
  

 定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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（簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
  当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の
発生状況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタッ
クス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による薄価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が39,338千円減少し、また、営業損失及
び経常損失が39,338千円、税引前四半期純損失が146,767千円それぞれ増加しております。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,906,403 2,790,313

受取手形及び売掛金 5,244,524 5,360,288

有価証券 29,948 19,950

製品 2,941,797 2,958,498

仕掛品 13,071 6,323

その他 678,894 695,908

貸倒引当金 △18,355 △18,761

流動資産合計 11,796,283 11,812,521

固定資産   

有形固定資産 1,240,852 1,180,726

無形固定資産 185,679 259,617

投資その他の資産 1,144,460 1,214,219

固定資産合計 2,570,992 2,654,562

資産合計 14,367,276 14,467,083

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,964,557 3,453,861

短期借入金 1,345,000 1,356,000

1年内返済予定の長期借入金 912,740 959,740

未払法人税等 10,253 29,708

賞与引当金 163,855 37,855

その他 285,851 334,442

流動負債合計 6,682,258 6,171,607

固定負債   

長期借入金 1,089,390 1,456,075

退職給付引当金 817,015 806,924

役員退職慰労引当金 247,544 242,959

その他 19,716 28,304

固定負債合計 2,173,665 2,534,262

負債合計 8,855,923 8,705,870
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,744,673 2,744,673

資本剰余金 2,815,222 2,815,222

利益剰余金 153,428 371,476

自己株式 △117,492 △117,185

株主資本合計 5,595,832 5,814,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80,887 △48,433

繰延ヘッジ損益 △3,592 △4,540

評価・換算差額等合計 △84,480 △52,974

純資産合計 5,511,352 5,761,213

負債純資産合計 14,367,276 14,467,083
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,502,244

売上原価 2,422,661

売上総利益 1,079,582

販売費及び一般管理費 1,163,311

営業損失（△） △83,728

営業外収益  

受取利息 444

受取配当金 4,875

貸倒引当金戻入額 4,605

金利スワップ評価益 9,969

その他 848

営業外収益合計 20,742

営業外費用  

支払利息 27,218

その他 6,602

営業外費用合計 33,821

経常損失（△） △96,807

特別損失  

たな卸資産評価損 107,428

投資有価証券評価損 10,035

特別損失合計 117,464

税引前四半期純損失（△） △214,271

法人税、住民税及び事業税 4,786

法人税等調整額 △1,009

法人税等 3,776

四半期純損失（△） △218,048
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △214,271

減価償却費 75,593

賞与引当金の増減額（△は減少） 126,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,584

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,605

受取利息及び受取配当金 △5,319

支払利息 27,218

金利スワップ評価損益（△は益） △9,969

投資有価証券評価損益（△は益） 10,035

機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） △1,907

売上債権の増減額（△は増加） 147,231

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,648

仕入債務の増減額（△は減少） 510,696

その他 △66,476

小計 593,332

利息及び配当金の受取額 5,074

利息の支払額 △37,782

法人税等の支払額 △11,667

営業活動によるキャッシュ・フロー 548,955

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △6,766

投資有価証券の取得による支出 △299

その他 △795

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,861

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（△は減少） △11,000

長期借入金の返済による支出 △413,685

自己株式の取得による支出 △306

配当金の支払額 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △425,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,089

現金及び現金同等物の期首残高 2,659,313

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,775,403
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

 (１)(要約)四半期損益計算書 

 前第１四半期累計期間(平成20年１月１日～平成20年３月31日) 

 
  

「参考」

科目

前年同四半期
 (平成20年12月期 
第１四半期）

金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,797,366

Ⅱ 売上原価 2,452,757

売上総利益 1,344,608

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,108,681

営業利益又は 
営業損失(△)

235,927

Ⅳ 営業外収益 15,069

Ⅴ 営業外費用 47,657

経常利益又は 
経常損失(△)

203,338

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 264,959

税金等調整前四半期純
損失(△)又は税金等調 
整前当期純利益

△61,620

税金費用 ―

四半期純損失(△) 
又は当期純利益

△61,620
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(２)(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期累計期間(平成20年１月１日～平成20年３月31日) 

科目

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期）

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前四半期純損失（△）

△61,620

減価償却費 75,407

賞与引当金の増減額（△減少額） 126,000

退職給付引当金の増加額 17,526

役員退職慰労引当金の増加額 229,232

貸倒引当金の増減額（△減少額） △293

受取利息及び配当金 △1,205

支払利息 45,575

機器組込ソフトウェアの増加額 △30,291

売上債権の増減額（△増加額） △311,933

たな卸資産の増加額 △27,211

仕入債務の増加額 485,823

未払消費税等の増減額(△減少額) 14,686

その他 1,756

 小計 563,452

利息及び配当金の受取額 1,203

利息の支払額 △45,575

法人税等の支払額 △17,226

営業活動によるキャッシュ・フロ－ 501,854

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ－

有形固定資産の取得による支出 △4,873 

有形固定資産の売却による収入 ―

投資有価証券の取得による支出 △297

投資有価証券の売却による収入 ―

その他 28,502

投資活動によるキャッシュ・フロ－ 23,331

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) 4,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △326,685

株式の発行による収入 －

自己株式の買付による支出 －

配当金の支払額 △87

財務活動によるキャッシュ・フロ－ 277,227

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 802,413

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,249,537

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  四半期末（期末）残高

3,051,950

昭和情報機器株式会社（6922）　平成21年12月期第1四半期決算短信（非連結）

11




