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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 7,594 ― 350 ― 327 ― 205 ―
20年12月期第2四半期 6,828 0.9 202 △12.9 170 3.9 △123 ―

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2四半期 15.13 ―
20年12月期第2四半期 △9.11 ―

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2四半期 13,348 5,968 44.7 438.61
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2四半期  5,968百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 14,500 1.1 613 112.4 561 150.4 411 ― 30.20
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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2四半期 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2四半期  299,085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2四半期 13,609,355株 20年12月期第2四半期 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５月11日に公表しました業績予想を修正しております。詳細は、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。 
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。 
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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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２四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退による株価の大幅下落や輸出産業を

はじめとした急激な円高による企業収益の悪化から、国内需要は一段と落ち込み雇用情勢が深刻化する

とともに個人消費も更に冷え込みを増す状況となりました。 

 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 4,092 百万

円となりました。 

  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 3,004 百万円、広告制作プリンタは

493 百万円、バーコード・ラベルプリンタは 17 百万円、ネットワーク機器及びその他は 35 百万円、機

器賃貸等収入 542 百万円となりました。 

  利益面につきましては、粗利益率の改善等から売上総利益は 1,562 百万円となり、その結果営業利益

は 434 百万円、経常利益は 423 百万円、四半期純利益は 423 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２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 1,118 百万円減少し 13,348 百万円

となりました。うち流動資産は、製品が同 642 百万円減少の 2,316 百万円となり受取手形及び売掛金が

同 372 百万円減少の 4,987 百万円となったこと等から、同 1,007 百万円減少し 10,804 百万円となりま

した。また、固定資産は同 110 百万円減少し 2,543 百万円となりました。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ 1,325 百万円減少し 7,380 百万円となりました。うち流動負債は、

支払手形及び買掛金が同993百万円減少の2,460百万円となったこと等から、同924百万円減少し5,247

百万円となり、固定負債は、長期借入金が同 414 百万円減少の 1,041 百万円となったこと等から、同 401

百万円減少し 2,133 百万円となりました。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ 207 百万円増加し 5,968 百万円となりました。これは利益剰余金

が同 205 百万円増加の 577 百万円となったこと等によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に

比べ 23 百万円増加し、2,682 百万円となりました。 

 当第２四半期会計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年６月 30 日）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 54 百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額 1,503 百

万円等により資金を使用しましたが、税引前四半期純利益の増加額 426 百万円、たな卸資産の減少額 613

百万円、売上債権の減少額 253 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 14 百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出等

によるものです。 

(3)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 132 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。 

 

3. 業績予想に関する定性的情報 

 

  平成 21 年 12 月期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間の業績等を勘案して、平成 21 年 

５月 11 日発表の通期業績予想を修正し、売上高 14,500 百万円（前回予想比 0.7％増）、営業利益 613 

百万円（同 15.4％増）、経常利益 561 百万円（同 12.9％増）、当期純利益 411 百万円（同 17.4％増）と 

いたします。 

（修正理由） 

 売上高については、第３四半期以降も漢字プリンタ・システム部門の販売の堅調が見込まれること、 

また利益面については、増収に加え販売費及び一般管理費の節減効果を見込むものであります。 
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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 

（簡便な会計処理） 

①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。 

 

(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 

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、営業利益及び経常利益が 63,876 千円減少

し、また税引前四半期純利益が 171,305 千円減少しております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 2,813,730 2,790,313

受取手形及び売掛金 4,987,737 5,360,288

有価証券 29,977 19,950

製品 2,316,057 2,958,498

仕掛品 17,617 6,323

その他 657,785 695,908

貸倒引当金 △17,955 △18,761

流動資産合計 10,804,949 11,812,521

固定資産   

有形固定資産 ※1  1,224,672 ※1  1,180,726

無形固定資産 142,483 259,617

投資その他の資産 ※2  1,176,595 ※2  1,214,219

固定資産合計 2,543,751 2,654,562

資産合計 13,348,701 14,467,083

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,460,843 3,453,861

短期借入金 1,307,000 1,356,000

1年内返済予定の長期借入金 867,740 959,740

未払法人税等 22,976 29,708

賞与引当金 41,409 37,855

その他 547,202 334,442

流動負債合計 5,247,172 6,171,607

固定負債   

長期借入金 1,041,205 1,456,075

退職給付引当金 820,228 806,924

役員退職慰労引当金 251,302 242,959

その他 20,308 28,304

固定負債合計 2,133,044 2,534,262

負債合計 7,380,216 8,705,870

昭和情報機器株式会社（6922） 平成21年12月期第２四半期決算短信（非連結）

－5－



(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 577,389 371,476

自己株式 △117,715 △117,185

株主資本合計 6,019,570 5,814,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,825 △48,433

繰延ヘッジ損益 △3,260 △4,540

評価・換算差額等合計 △51,085 △52,974

純資産合計 5,968,484 5,761,213

負債純資産合計 13,348,701 14,467,083
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,594,691

売上原価 4,952,840

売上総利益 2,641,851

販売費及び一般管理費 ※1  2,291,266

営業利益 350,585

営業外収益  

受取利息 870

受取配当金 7,776

金利スワップ評価益 10,923

その他 9,697

営業外収益合計 29,267

営業外費用  

支払利息 46,105

その他 6,555

営業外費用合計 52,660

経常利益 327,193

特別損失  

固定資産除却損 7,606

たな卸資産評価損 107,428

特別損失合計 115,035

税引前四半期純利益 212,157

法人税、住民税及び事業税 9,592

法人税等調整額 △3,347

法人税等合計 6,244

四半期純利益 205,912
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,092,447

売上原価 2,530,178

売上総利益 1,562,269

販売費及び一般管理費 ※1  1,127,954

営業利益 434,314

営業外収益  

受取利息 425

受取配当金 2,901

その他 5,198

営業外収益合計 8,525

営業外費用  

支払利息 18,887

その他 90

営業外費用合計 18,977

経常利益 423,862

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 10,035

特別利益合計 10,035

特別損失  

固定資産除却損 7,468

特別損失合計 7,468

税引前四半期純利益 426,428

法人税、住民税及び事業税 4,806

法人税等調整額 △2,337

法人税等合計 2,468

四半期純利益 423,960
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 212,157

減価償却費 167,156

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,222

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,343

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,005

受取利息及び受取配当金 △8,646

支払利息 46,105

金利スワップ評価損益（△は益） △10,923

固定資産除却損 7,606

機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） △2,038

売上債権の増減額（△は増加） 400,246

たな卸資産の増減額（△は増加） 571,504

仕入債務の増減額（△は減少） △993,017

その他 189,747

小計 652,012

利息及び配当金の受取額 8,564

利息の支払額 △49,875

法人税等の支払額 △7,175

営業活動によるキャッシュ・フロー 603,526

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 △9,658

投資有価証券の取得による支出 △601

その他 △11,994

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,254

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） △49,000

長期借入金の返済による支出 △506,870

自己株式の取得による支出 △529

配当金の支払額 △1,455

財務活動によるキャッシュ・フロー △557,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,416

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 ※1  2,682,730
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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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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「参考」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

 (１)中間損益計算書  

  前中間会計期間 

 (自 平成 20 年１月 １日 

 至 平成 20 年６月 30 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高  6,828,732 100.0

Ⅱ 売上原価  4,379,515 64.1

売上総利益  2,449,217 35.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,246,906 32.9

営業利益  202,311 3.0

Ⅳ 営業外収益  36,456 0.5

Ⅴ 営業外費用  67,858 1.0

経常利益  170,908 2.5

Ⅵ 特別損失  281,748 4.1

税引前中間純損失(△)  △110,839 △1.6

法人税、住民税 

及び事業税 
 14,945

法人税等調整額  △1,796 13,148 0.2

中間純損失(△) △123,987 △1.8
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(２)中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

 (自 平成 20 年１月 １日 

至 平成 20 年６月 30 日) 

区分 注記

番号
金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前中間純損失（△）  △110,839

減価償却費  180,467

賞与引当金の増加額  2,175

退職給付引当金の増加額  28,762

役員退職慰労引当金の増加額  233,808

貸倒引当金の減少額  △373

受取利息及び配当金  △10,149

支払利息  64,962

固定資産除売却損  16,788

機器組込ソフトウェアの増加額  △49,547

ヘッジ取引損益（△利益）  △7,612

売上債権の減少額  45,016

たな卸資産の減少額  459,730

仕入債務の減少額  △38,131

その他  209,574

小計  1,024,633

利息及び配当金の受取額  9,700

利息の支払額  △64,675  
法人税等の支払額  △17,987

営業活動によるキャッシュ・フロー  951,669

Ⅱ 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  △9,739

投資有価証券の取得による支出  △600

その他  26,916

投資活動によるキャッシュ・フロー  16,576

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純減少額  △304,000

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  △448,870

自己株式の買付による支出  △70

配当金の支払額  △1,182

財務活動によるキャッシュ・フロー  △154,123

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  814,123

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,249,537

3,063,660
Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  
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