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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 10,508 ― 313 ― 280 ― 131 ―
20年12月期第3四半期 9,507 △2.3 61 △78.3 7 △95.7 △287 ―

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3四半期 9.68 ―
20年12月期第3四半期 △21.11 ―

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3四半期 12,447 5,923 47.6 435.34
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3四半期  5,923百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 14,000 △2.4 428 48.3 376 67.8 211 ― 15.51
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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3四半期 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3四半期  299,395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3四半期 13,608,788株 20年12月期第3四半期 13,612,733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８月12日に公表しました業績予想を修正し本日平成21年11月10日付「平成21年12月期通期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。 
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３四半期累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡化や景気対策による需要の回復を受け

て、一部に回復の兆しが見られるものの設備・雇用の過剰感は高止まりしており、先行き不透明な状況

が続いております。 

 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 10,508

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 7,489 百万円、広告制作プリンタは

1,366 百万円、バーコード・ラベルプリンタは 45 百万円、ネットワーク機器及びその他は 88 百万円、

機器賃貸等収入 1,519 百万円となりました。 

 利益面につきましては、増収効果や粗利益率の改善により売上総利益が 3,774 百万円となり、その結果

営業利益は 313 百万円、経常利益は 280 百万円、四半期純利益は 131 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３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 2,019 百万円減少し 12,447 百万円

となりました。うち流動資産は、受取手形及び売掛金が同 870 百万円減少の 4,489 百万円となり、現金

及び預金が同 591 百万円減少の 2,198 百万円、製品が 373 百万円減少の 2,585 百万円となったこと等か

ら、同 1,846 百万円減少し 9,965 百万円となりました。また、固定資産は同 172 百万円減少し 2,481 百

万円となりました。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ 2,182 百万円減少し 6,523 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 1,224 百万円減少の 2,229 百万円となったこと等から、同 1,423 百万円減少し

4,748 百万円となりました。固定負債は、長期借入金が同 783 百万円減少の 672 百万円となったこと等

から、同 758 百万円減少し 1,775 百万円となりました。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ 162 百万円増加し 5,923 百万円となりました。これは利益剰余金

が同 131 百万円増加の 503 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３四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 591 百万円減少し、2,067 百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間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 

  営業活動によって獲得した資金は 521 百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額 1,224 百

万円等により資金を使用しましたが、売上債権の減少額 897 百万円、減価償却費 265 百万円、たな卸資

産の減少額 277 百万円等により資金を獲得し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 54 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 

  財務活動によって使用した資金は 1,058 百万円となりました。これは主に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４四半期の計画進捗状況を勘案し見直しを行った結 

果、平成 21 年８月 12 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「平成 21 年 12 月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下 

さい。 
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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） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期会計期間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、第２四半期会計期間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。 

 

(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 66,649 千円減少し、

また税引前四半期純利益が 174,078 千円減少しております。 
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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３四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,198,408 2,790,313

受取手形及び売掛金 4,489,718 5,360,288

有価証券 29,956 19,950

製品 2,585,061 2,958,498

仕掛品 11,609 6,323

その他 667,144 695,908

貸倒引当金 △16,162 △18,761

流動資産合計 9,965,736 11,812,521

固定資産   

有形固定資産 ※1  1,194,947 ※1  1,180,726

無形固定資産 125,033 259,617

投資その他の資産 ※2  1,161,986 ※2  1,214,219

固定資産合計 2,481,967 2,654,562

資産合計 12,447,703 14,467,083

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,229,135 3,453,861

短期借入金 1,205,000 1,356,000

1年内返済予定の長期借入金 837,760 959,740

未払法人税等 23,505 29,708

賞与引当金 170,409 37,855

その他 282,707 334,442

流動負債合計 4,748,518 6,171,607

固定負債   

長期借入金 672,500 1,456,075

退職給付引当金 831,378 806,924

役員退職慰労引当金 255,264 242,959

その他 16,128 28,304

固定負債合計 1,775,270 2,534,262

負債合計 6,523,789 8,705,870
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９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 503,145 371,476

自己株式 △117,774 △117,185

株主資本合計 5,945,268 5,814,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,709 △48,433

繰延ヘッジ損益 △2,645 △4,540

評価・換算差額等合計 △21,354 △52,974

純資産合計 5,923,914 5,761,213

負債純資産合計 12,447,703 14,467,083
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,508,852

売上原価 6,734,359

売上総利益 3,774,493

販売費及び一般管理費 ※1  3,461,322

営業利益 313,171

営業外収益  

受取利息 1,244

受取配当金 8,453

金利スワップ評価益 16,265

その他 15,658

営業外収益合計 41,621

営業外費用  

支払利息 68,541

その他 5,597

営業外費用合計 74,139

経常利益 280,653

特別損失  

固定資産除却損 10,595

たな卸資産評価損 107,428

投資有価証券評価損 33,850

特別損失合計 151,874

税引前四半期純利益 128,779

法人税、住民税及び事業税 14,388

法人税等調整額 △17,277

法人税等合計 △2,889

四半期純利益 131,669
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,914,160

売上原価 1,781,518

売上総利益 1,132,641

販売費及び一般管理費 ※1  1,170,056

営業損失（△） △37,414

営業外収益  

受取利息 374

受取配当金 677

金利スワップ評価益 5,341

受取保険金 3,017

その他 5,070

営業外収益合計 14,481

営業外費用  

支払利息 22,435

その他 1,170

営業外費用合計 23,606

経常損失（△） △46,539

特別損失  

固定資産除却損 2,988

投資有価証券評価損 33,850

特別損失合計 36,838

税引前四半期純損失（△） △83,377

法人税、住民税及び事業税 4,796

法人税等調整額 △13,930

法人税等合計 △9,134

四半期純損失（△） △74,243

－8－

昭和情報機器株式会社（6922）平成21年12月期第３四半期決算短信（非連結）



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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 128,779

減価償却費 265,745

賞与引当金の増減額（△は減少） 132,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） 102,350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,304

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,798

受取利息及び受取配当金 △9,698

支払利息 68,541

金利スワップ評価損益（△は益） △16,265

固定資産除却損 10,595

投資有価証券評価損益（△は益） 33,850

機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） △3,065

売上債権の増減額（△は増加） 897,107

たな卸資産の増減額（△は増加） 277,013

仕入債務の増減額（△は減少） △1,224,725

その他 △59,057

小計 609,230

利息及び配当金の受取額 9,465

利息の支払額 △79,187

法人税等の支払額 △18,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 521,381

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 △39,819

投資有価証券の取得による支出 △1,529

その他 △13,339

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,688

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） △151,000

長期借入金の返済による支出 △905,555

自己株式の取得による支出 △588

配当金の支払額 △1,455

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,058,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △591,905

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  2,067,408
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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」 

 前同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 
 
前第３四半期累計期間（平成 20 年７月１日～平成 20 年９月 30 日） 

当四半期 
（平成20年12月期
第３四半期） 

            期 別 
 
 科 目 金額（千円）    

Ⅰ 売上高 9,507,959  

Ⅱ 売上原価 6,051,050  

 売上総利益 3,456,908  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,395,200  

  営業利益 61,707  

Ⅳ 営業外収益 58,895  

Ⅴ 営業外費用 112,929  

 経常利益 7,674  

Ⅵ 特別利益 －  

Ⅶ 特別損失 281,875  

税引前四半期(当期)純利益 

又は税引前四半期純損失
△274,201  

 税金費用 13,148  

 四半期(当期)純利益 
又は四半期純損失(△) △287,349  
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(２)（要約）四半期キャッシュ・フロ－計算書 
 
前第３四半期キャッシュ・フロー計算書（平成 20 年７月１日～平成 20 年９月 30 日） 

 

 
当四半期 

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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

減価償却費 279,232

賞与引当金の増減額（△減少額） 131,175

退職給付引当金の増加額 35,751

役員退職慰労引当金の増加額 238,383

貸倒引当金の増減額（△減少額） △2,643

受取利息及び配当金 △11,463

有価証券等売却益 △443

支払利息 109,142

株式交付費 －

ヘッジ取引損益（△利益） △8,381

固定資産除売却損 16,915

その他の損失 －

機器組込ソフトウェアの増加額 △58,206

売上債権の増減額（△増加額） 1,182,655

たな卸資産の増減額（△増加額） 147,617

仕入債務の増減額（△減少額） △499,583

その他 △48,545

 小計 1,237,405

利息及び配当金の受取額 10,514

利息の支払額 △108,855

法人税等の支払額 △15,954

  営業活動によるキャッシュ・フロ－ 1,123,110

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 －

有形固定資産の取得による支出 △15,169

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 △901

投資有価証券の売却による収入 1,206

その他 29,125

  投資活動によるキャッシュ・フロ－ 14,261

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

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 △894,555

株式の発行による収入 －

自己株式の買付による支出 △309

配当金の支払額 △1,196

  財務活動によるキャッシュ・フロ－ △624,061

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 513,311

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 2,762,848
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