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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 14,290 △0.3 308 7.0 260 16.2 101 ―
20年12月期 14,339 5.2 288 △50.8 224 △51.0 △150 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 7.48 ― 1.7 2.0 2.2
20年12月期 △11.07 ― △2.6 1.6 2.0
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

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 12,191 5,879 48.2 432.13
20年12月期 14,467 5,761 39.8 423.27
（参考） 自己資本   21年12月期  5,879百万円 20年12月期  5,761百万円

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

21年12月期 778 △72 △1,163 2,201
20年12月期 1,270 17 △878 2,659

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
21年12月期 ― ― ― 4.00 4.00 54 53.5 0.9
22年12月期 

（予想）
― ― ― 8.00 8.00 35.2

3.  22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22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）

 

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

6,482 △14.7 154 △56.1 130 △60.3 97 △52.9 7.13

通期 14,050 △1.7 387 25.3 345 26.0 309 203.5 22.71
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、16ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、33ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  300,295株 20年12月期  295,675株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
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1 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

(当事業年度の経営成績） 

 当事業年度におけるわが国経済は、一昨年後半から世界的な金融危機に端を発した経済情勢の悪

化により企業業績の低迷が続く中、景気浮揚策や金融安定化政策等の効果もあって在庫調整が進展

する等、一部で回復の兆しがみられました。しかし、年度後半には急激な円高進行やデフレ傾向等

の不安定要素も発生し、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 こうした中、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 14,290 百万円（前

期比 0.3%減）となりました。 

 利益面では、売上総利益率の改善などから営業利益は 308 百万円（前期比 7.0%増）、経常利益は

260 百万円（前期比 16.2%増）となりました。また、たな卸資産評価損 107 百万円、投資有価証券評

価損 66 百万円等特別損失を合計 186 百万円計上した結果、当期純利益は 101 百万円（前事業年度は

当期純損失 150 百万円）となりました。 

 主な部門別の概況は、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 10,206 百万円（前期比 3.％増）となりました。これは、

当部門のうち SX 機が 2,636 百万円（前期比 22.2％増）となったほか、プリンタサプライ品が 5,360

百万円（前期比 2.5％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 1,888 百万円（前期比 8.9％減）となりました。これは、「サイ

ンボード制作プリンタ」は売上高 305 百万円（前期比 33.4％減）となり、「POP プリンタ」は売上

高 1,582 百万円（前期比 1.9％減）となったためであります。 

〔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 57 百万円（前期比 30.4％減）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 128 百万円（前期比 29.9％減）となりました。 

〔機器賃貸収入部門〕 

 機器賃貸等収入部門の売上高は 2,009 百万円（前期比 5.2％減）となりました。これは、当部門の

うち機器賃貸収入は 136 百万円（前期比 0.4％増）となりましたが、技術サービス収入が 1,873 百万

円（前期比 5.6％減）となったためであります。 

 

（次期の見通し） 

 次期の経済環境につきましては、世界経済の回復基調を背景に景気の持ち直し傾向は期待される

ものの国内景気の自律的回復力は弱く、依然として先行きは不透明な経済情勢が続くと思われ、当

社の企業経営にとりましても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、当社は、なお一層独自性のある製品を提供しお客様の期待に応えてまい

ります。 

 具体的には、主力の漢字プリンタにつきましては、販売台数の最も多い機種「SX8000 シリーズ」

を中心に引き続き販売していく見込みであります。また、フルカラープリンタにつきましても、イ

ンクジェットフルカラープリンタ「TPJ520」を中心に大手印刷会社等の需要を開拓し販売してまい

ります。 

 さらに、漢字プリンタ部門以外では、引き続き広告制作プリンタ部門の POP プリンタ及びサイン

ボードプリンタを中心に販売強化をしていく方針です。 

 以上の結果、平成 22 年 12 月期の業績予想は売上高 14,050 百万円、経常利益 345 百万円、当期純

利益 309 百万円を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ 2,275 百万円減少し 12,191 百万円となりま

した。これは主に流動資産のうち、製品が前事業年度比 1,079 百万円減少の 1,879 百万円となった

ほか、現金及び預金が同 437 百万円減少の 2,352 百万円となり、売掛金が同 375 百万円減少の 3,690

百万円となったこと等によります。 

負債は、有利子負債の期末残高が前事業年度末に比べ 1,161 百万円減少し 2,610 百万円となりま

した。また、支払手形および買掛金が同 1,260 百万円減少し 2,192 百万円となったこと等により、

負債合計は前事業年度比 2,394 百万円減少し 6,311 百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が 101 百万円増加したこと等により、前事業年度末に比べ 118 百万円増加

し 5,879 百万円となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

当事業年度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 457

百万円（前期比 17.2％減）減少し、2,201 百万円となりました。 

 当事業年度中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 778 百万円（前期比 38.8％減）となりました。これは仕入債務

の減少額 1,260 百万円等により資金を使用しましたが、たな卸資産の減少額 1,071 百万円、減価償

却費 366 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 72 百万円（前期は 17 百万円の獲得）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 51 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 1,163 百万円（前期比 32.5％増）となりました。これは、  

主に短期借入金の純減額 202 百万円、長期借入金の返済による支出 959 百万円等により資金を使用

したことによるものです。 

  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。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成 18 年 12 月

期 
平成 19 年 12 月

期 
平成 20 年 12 月

期 
平成 21 年 12 月

期 

自己資本比率(％) 32.9 41.7 39.8 48.2

時価ベースの自己資本比率(％) 27.2 22.4 15.3 18.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍) 17.0 12.5 3.0 3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 2.5 2.8 10.4 8.8

 (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 
   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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. 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。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  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づけております。 

    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、当面は、財務体質のよ 

 り一層の強化のため、内部留保の充実に努めてまいります。   

  当事業年度においては復配を目標に掲げ鋭意努力を続けてまいりました。当事業年度の利益水 

準を勘案した結果、1株当たり 4円 00 銭の配当を実施する予定であります。  

   次期につきましては、期末配当金を一株当たり 8円 00 銭と予想しております。 
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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）と関連会社 1 社及びそ

の他の関係会社（株式会社マースエンジニアリング）1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。  

   当社と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。  
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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。 

  特に今期は、営業本部、技術本部、管理本部からなる社内体制の連携を密にし各本部のパフォー

マンスを一層高めるため責任と権限を明確にすると共に今後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、漢字プリンタや

広告作成プリンタ等の主力分野において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、少数精鋭の人員体制を推進しもう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業務用プリンタにおきましては、新しい業務に対応したフルカラー高速プリンタにつきまして、

現在手掛ける 2 機種、すなわち電子写真方式プリンタ「SR3000N」とインクジェット方式プリンタ

「TPJ520」について各々、その機種の特性を生かして大手印刷会社、計算センター等への販売拡大

を目指します。 

  ②既存の機種に関しましても、出荷台数が従来最も多い SX 機につきましては、「SX8000 シリー

ズ」の拡販に引続き努めていく所存です。  

 漢字プリンタ以外の製品につきましては、社会の規制緩和、ネットワーク化等の動きに積極的に

対応していく方針です。特に広告制作プリンタ関係では、スーパーマーケット等で使用されている

POP プリンタにつきまして企業内ネットワークに対応したシステムの導入に注力するほか、拡大表示

システム「伝視板」の販売を通じて売上拡大を目指します。 

 また、社内体制につきましては管理職の若がえりを推進するとともに、その権限と責任の明確化

を図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【財務諸表等】
（1）【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 ※1 2,790,313 ※1 2,352,372

　　受取手形 ※2 1,294,085 ※2 1,315,717

　　売掛金 4,066,202 3,690,703

　　有価証券 19,950 19,973

　　製品 2,958,498 1,879,110

　　仕掛品 6,323 11,111

　　貯蔵品 622,170 615,148

　　前払費用 26,590 25,731

　　繰延税金資産 38,991 26,780

　　その他 8,156 28,866

　　貸倒引当金 △18,761 △9,512

　　流動資産合計 11,812,521 9,956,004

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 ※1 341,089 ※1 341,847

　　　　減価償却累計額 238,022 253,260

　　　　建物（純額） 103,066 88,587

　　　車両 9,413 9,413

　　　　減価償却累計額 7,419 8,068

　　　　車両（純額） 1,994 1,344

　　　工具器具及び備品 2,011,469 1,851,502

　　　　減価償却累計額 1,484,747 1,536,791

　　　　工具器具及び備品（純額） 526,721 314,711

　　　賃貸用機器 316,344 270,729

　　　　減価償却累計額 283,952 152,533

　　　　賃貸用機器（純額） 32,391 118,196

　　　土地 ※1 516,551 ※1 516,551

　　　有形固定資産合計 1,180,726 1,039,391

　　無形固定資産

　　　商標権 3,333 2,533

　　　ソフトウェア 190,941 76,734

　　　ソフトウェア仮勘定 56,285 ―

　　　電話加入権 9,056 9,056

　　　無形固定資産合計 259,617 88,324
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 ※1 317,994 ※1 245,661

　　　関係会社株式 15,000 15,000

　　　出資金 1,200 1,200

　　　破産更生債権等 30,837 ―

　　　前払年金費用 98,847 ―

　　　長期前払費用 2,823 3,729

　　　繰延税金資産 305,619 346,223

　　　敷金 241,157 252,736

　　　積立保険料 182,262 192,664

　　　その他 74,227 75,150

　　　貸倒引当金 △55,750 △24,913

　　　投資その他の資産合計 1,214,219 1,107,452

　　固定資産合計 2,654,562 2,235,168

　資産合計 14,467,083 12,191,173

負債の部

　流動負債

　　支払手形 ※2 1,775,571 ※2 1,274,312

　　買掛金 1,678,289 918,586

　　短期借入金 1,356,000 1,154,000

　　１年内返済予定の長期借入金 ※1,4 959,740 ※1,4 807,575

　　未払金 60,727 44,920

　　未払費用 85,334 82,922

　　未払法人税等 29,708 33,615

　　未払消費税等 63,537 52,024

　　前受金 39,667 58,677

　　預り金 73,557 71,562

　　賞与引当金 37,855 39,357

　　その他 11,618 2,130

　　流動負債合計 6,171,607 4,539,683

　固定負債

　　長期借入金 ※1,4 1,456,075 ※1,4 648,500

　　退職給付引当金 806,924 846,970

　　役員退職慰労引当金 242,959 259,361

　　その他 28,304 16,862

　　固定負債合計 2,534,262 1,771,693

　負債合計 8,705,870 6,311,377
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21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

　　　資本準備金 2,814,671 2,814,671

　　　その他資本剰余金 551 551

　　　資本剰余金合計 2,815,222 2,815,222

　　利益剰余金

　　　利益準備金 123,837 123,837

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 350,000 350,000

　　　　繰越利益剰余金 △102,360 △539

　　　利益剰余金合計 371,476 473,298

　　自己株式 △117,185 △117,971

　　株主資本合計 5,814,187 5,915,223

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △48,433 △33,107

　　繰延ヘッジ損益 △4,540 △2,319

　　評価・換算差額等合計 △52,974 △35,427

　純資産合計 5,761,213 5,879,795

負債純資産合計 14,467,083 12,191,173
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（2）【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日

　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日

　至 平成21年12月31日)

売上高

　製品売上高 12,220,012 12,281,213

　機器賃貸等収入 2,119,199 2,009,369

　売上高合計 14,339,211 14,290,583

売上原価

　製品売上原価 8,890,086 8,721,159

　機器賃貸等収入原価 603,992 675,765

　売上原価合計 9,494,078 9,396,924

売上総利益 4,845,133 4,893,658

販売費及び一般管理費

　販売手数料 31,294 16,022

　営業推進費 266,896 296,392

　広告宣伝費 75,133 68,493

　貸倒引当金繰入額 41,583 ―

　従業員給料手当 1,599,173 1,643,196

　従業員賞与 384,323 390,718

　法定福利費 271,768 282,828

　賞与引当金繰入額 34,159 35,794

　退職給付費用 146,112 222,560

　役員退職慰労引当金繰入額 19,524 16,402

　賃借料 460,114 468,854

　減価償却費 252,083 188,177

　研究開発費 25,519 20,002

　その他 948,800 935,367

　販売費及び一般管理費合計 4,556,487 4,584,810

営業利益 288,645 308,848

営業外収益

　受取利息 ※1 13,231 ※1 1,582

　受取配当金 10,873 9,800

　為替差益 15,091 ―

　受取報奨金 24,304 300

　金利スワップ評価益 ― 17,185

　その他 11,671 13,219

　営業外収益合計 75,173 42,087

営業外費用

　支払利息 123,217 84,050

　シンジケートローン手数料 2,000 ―

　その他 16,588 6,574

　営業外費用合計 139,806 90,625
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日

　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日

　至 平成21年12月31日)

経常利益 224,012 260,310

特別利益

　投資有価証券売却益 ― 3,390

　貸倒引当金戻入額 ― 13,448

　特別利益合計 ― 16,839

特別損失

　固定資産除却損 ※2 23,716 ※2 12,299

　たな卸資産評価損 ― 107,428

　投資有価証券評価損 61,227 66,333

　貸倒引当金繰入額 23,603 ―

　過年度役員退職慰労引当金繰入額 264,959 ―

　その他 2,652 ―

　特別損失合計 376,158 186,061

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △152,145 91,088

法人税、住民税及び事業税 19,142 19,184

過年度法人税、住民税及び事業税 5,374 ―

法人税等調整額 △26,001 △29,917

法人税等合計 △1,484 △10,733

当期純利益又は当期純損失(△) △150,661 101,821
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（3）【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日

至 平成20年12月31

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31

株主資本

　資本金

　　前期末残高 2,744,673 2,744,673

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 2,744,673 2,744,673

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 2,814,671 2,814,671

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 2,814,671 2,814,671

　　その他資本剰余金

　　　前期末残高 551 551

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 551 551

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 2,815,222 2,815,222

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 2,815,222 2,815,222

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 123,837 123,837

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 123,837 123,837

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 350,000 350,000

　　　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　　当期末残高 350,000 350,000

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 48,300 △ 102,360

　　　　当期変動額

　　　　　当期純利益 △150,661 101,821

　　　　　当期変動額合計 △150,661 101,821

　　　　当期末残高 △102,360 △ 539

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 522,138 371,476

　　　当期変動額

　　　　当期純利益 △150,661 101,821

　　　　当期変動額合計 △150,661 101,821

　　　当期末残高 371,476 473,298
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日

至 平成20年12月31

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31

　自己株式

　　前期末残高 △116,761 △ 117,185

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △424 △ 785

　　　当期変動額合計 △424 △ 785

　　当期末残高 △117,185 △ 117,971

　株主資本合計

　　前期末残高 5,965,273 5,814,187

　　当期変動額

　　　当期純利益 △150,661 101,821

　　　自己株式の取得 △424 △ 785

　　　当期変動額合計 △151,085 101,035

　　当期末残高 5,814,187 5,915,223

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 1,870 △ 48,433

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △50,303 15,325

　　　当期変動額合計 △50,303 15,325

　　当期末残高 △48,433 △ 33,107

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 △ 24,110 △ 4,540

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 19,569 2,221

　　　当期変動額合計 19,569 2,221

　　当期末残高 △4,540 △ 2,319

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 △ 22,240 △ 52,974

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △30,733 17,546

　　　当期変動額合計 △30,733 17,546

　　当期末残高 △52,974 △ 35,427

純資産合計

　前期末残高 5,943,032 5,761,213

　当期変動額

　　当期純利益 △150,661 101,821

　　自己株式の取得 △424 △ 785

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △30,733 17,546

　　当期変動額合計 △181,818 118,582

　当期末残高 5,761,213 5,879,795
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（4）【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日

　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日

　至 平成21年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △ 152,145 91,088

　減価償却費 394,767 366,802

　賞与引当金の増減額（△は減少） 366 1,501

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,433 138,893

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 242,959 16,402

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 65,186 △ 13,448

　受取利息及び配当金 △ 24,105 △ 11,383

　有価証券等売却損益（△は益） △ 443 △ 3,390

　支払利息 123,217 84,050

　ヘッジ取引損益（△は益） 13,644 △ 17,185

　固定資産除売却損益（△は益） 23,716 12,299

　投資有価証券評価損益（△は益） 61,227 66,333

　機器組込ソフトウェアの増減額（△は増加） △ 94,030 △ 3,065

　売上債権の増減額（△は増加） △ 887,716 372,876

　たな卸資産の増減額(△は増加） 464,630 1,071,180

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,075,465 △ 1,260,962

　その他 46,931 △ 38,602

　小計 1,400,105 873,389

　利息及び配当金の受取額 23,184 11,409

　利息の支払額 △ 122,590 △ 88,271

　法人税等の支払額 △ 29,900 △ 18,443

　営業活動によるキャッシュ・フロー合計 1,270,798 778,083

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 △ 10,000 △ 20,000

　有形固定資産の取得による支出 △ 21,558 △ 51,563

　投資有価証券の取得による支出 △ 1,399 △ 1,628

　投資有価証券等の売却による収入 1,206 26,360

　その他 49,190 △ 25,211

　投資活動によるキャッシュ・フロー合計 17,439 △ 72,043

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） △ 483,000 △ 202,000

　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 △ 993,740 △ 959,740

　自己株式の買付による支出 △ 424 △ 785

　配当金の支払額 △ 1,297 △ 1,455

　財務活動によるキャッシュ・フロー合計 △ 878,461 △ 1,163,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 409,776 △ 457,941

現金及び現金同等物の期首残高 2,249,537 2,659,313

現金及び現金同等物の期末残高 2,659,313 2,201,372
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(継続企業の前提に関する注記) 
該当事項はありません。 

 

 

(5) 重要な会計方針 
 

 
 

前事業年度 
  (自 平成 20 年 １月 １日 
  至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 １月 １日 
 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法) 

(1) 満期保有目的の債券 

    同左 

 (2) 関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

(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 

  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 

    同左 

 

 

   

時価のないもの 

    同左 

２ デリバティブ等の

評価基準及び評価

方法 

デリバティブ 

 時価法 

同左 

３ たな卸資産の評価

及び評価基準方法 

 

 

(1) 製品、仕掛品 

個別法による原価法。一部の製品につい

ては月次総平均法による原価法。 

(2) 貯蔵品 

    月次総平均法による原価法 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）によっております。 

(1) 製品、仕掛品 

個別法。一部の製品については月次総平

均法。 

 (2) 貯蔵品 

     月次総平均法  

（会計方針の変更） 

「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）を当事業

年度から適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更して

おります。 

この結果、従来の方法に比べ、売上総利

益、営業利益及び経常利益がそれぞれ

125,371 千円減少し、税引前当期純利益

は 205,390 千円減少しております  

昭和情報機器株式会社（6922）　平成21年12月期決算短信（非連結）

－16－



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

前事業年度 
  (自 平成 20 年 １月 １日 
  至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 １月 １日 
 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

４ 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 ４～６年 

（追加情報）  

当事業年度より、法人税法の改正

(「所得税法等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３月 31 日以

前に取得した有形固定資産について

は、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌事業年度から５年間で均等償却す

る方法によっております。これによる

損益に与える影響は軽微であります。 

(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年以

内)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。  

(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 ４～８年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

    同左  
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前事業年度 
  (自 平成 20 年 １月 １日 
  至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 １月 １日 
 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

５ 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、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。 

同左 

６ 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 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当事業年度負担額を

計上しております。 

(3) 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

産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

については、それぞれ発生年度の翌事業

年度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）役員退職慰労引当金 

     役員に対する退職慰労金の支払いに備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 
（会計方針の変更） 

    役員退職慰労金は、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、当事業年度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、当事業年度発生額

19,524 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 22,000 千円増加し、税引前当

期純損失は 242,959 千円増加しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

   同左 

 

 

(2) 退職給付引当金 

同左  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支払いに備え 

るため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 
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（会計方針の変更） 
 

前事業年度 
              (自 平成 20 年１月１日 
               至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 1 月 １日 
至 平成 21 年 12 月 31 日) 

――――― 

 

 

 

 

 

(リース取引に関する会計基準等) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

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した

が、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第 13 号 平成 5 年 6 月 17 日 企業審議会第一部会、

平成 19 年 3 月 30 日改正）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号 平成 6 年 1 月

18 日 日本公認会計士協会 会計制度委員会、平成 19 年 3 月

30 日改正）を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

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。 

この変更による影響額はありません。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

前事業年度 
  (自 平成 20 年 １月 １日 
  至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 １月 １日 
 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

７ 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。 

――――― 
 

８ 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 

 (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 

 (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 
 

 (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 
 

10 その他財務諸表作

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。 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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（表示方法の変更） 

前事業年度 
              (自 平成 20 年 １月 １日 
               至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 １月 １日 

  至 平成 21 年 12 月 31 日) 

（損益計算書） 

――――― 

 

 

 

  

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

いた「為替差益」は営業外収益の合計額の 100 分の 10 を超

えることとなったため区分掲記することに変更しました。

なお、前事業年度における「為替差益」の金額は 5,373 千

円であります。 

(損益計算書) 

前事業年度まで営業外収益に区分掲記していた「シンジケ

ートローン手数料」は、営業外費用の合計額の 100 分の 10

以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。なお、当事業年度における「シンジケート

ローン手数料」の金額は 2,000 千円であります。 

 

――――― 

 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の損失」、

「未払消費税等の増減額」、「その他流動資産の増減額」

および「その他流動負債の増減額」については、当事業年

度から「その他」と表示しております。なお、当事業年度

の「その他の損失」は 2,652 千円、「未払消費税等の増加

額」は 24,639 千円、「その他流動資産の増加額」は△

5,873 千円、「その他流動負債の増加額」は 25,513 千円で

あります。 

 

――――― 
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(6) 財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(平成 21 年 12 月 31 日) 

※１ 資産のうち担保に供しているのは、次のとおりで

あります。 

  (1) 担保提供資産 

建物 14,162 千円

土地 503,207 千円

投資有価証券 174,763 千円

合計 692,133 千円

  

※１ 資産のうち担保に供しているのは、次のとおりで

あります。 

  (1) 担保提供資産 

建物 12,816 千円

土地 503,207 千円

投資有価証券 129,189 千円

合計 645,214 千円 

  (2) 上記に対応する債務 

１年内返済予定の 
長期借入金 

537,240 千円

長期借入金 762,325 千円

合計 1,299,565 千円 

  (2) 上記に対応する債務 

１年内返済予定の 
長期借入金 

420,075 千円

長期借入金 342,250 千円

合計 762,325 千円 
※２ 期末満期手形の処理 

   当会計期間末日は金融機関の休日に当たります

が、平成 20 年 12 月 31 日満期手形は同日に決済

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 27,385 千円

支払手形 235,968 千円 

※２ 期末満期手形の処理 

   当会計期間末日は金融機関の休日に当たります

が、平成 21 年 12 月 31 日満期手形は同日に決済

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 43,673 千円

支払手形 482,189 千円 
※３         ――――― ※３ 偶発債務 

債務保証  

リース代金支払の保証  

      取引先１社 68,068 千円 
※４  財務制限条項    

      借入金のうち 1,812,500 千円には財務制限条項

が付されており、下記の条項に抵触した場合に

は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの当

社に対する通知により契約上の全ての債務につい

て期限の利益を失い、借入金の元本及び利息を支

払うことになっております。 

 (1) 各事業年度の決算期における貸借対照表の

純資産の金額を、平成 17 年 12 月期または平成 18

年 12 月期のそれぞれの貸借対照表の純資産の金

額の 80％以上に維持すること。 

  (2) 各事業年度の決算期における経常損益を２

期連続して損失とならないようにすること。   

 ※４  財務制限条項    

       借入金のうち 1,187,500 千円には財務制限条項

が付されており、下記の条項に抵触した場合に

は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの当

社に対する通知により契約上の全ての債務につい

て期限の利益を失い、借入金の元本及び利息を支

払うことになっております。 

 (1) 各事業年度の決算期における貸借対照表の

純資産の金額を、平成 17 年 12 月期または平成

18 年 12 月期のそれぞれの貸借対照表の純資産の

金額の 80％以上に維持すること。 

  (2) 各事業年度の決算期における経常損益を２

期連続して損失とならないようにすること。 
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成 20 年 １月 １日 
至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 １月 １日 
至 平成 21 年 12 月 31 日) 

 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 25,519 千円 

 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 20,002 千円 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

関係会社からの受取利息 10,517 千円

  

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 工具器具及び備品 23,716 千円

合計 23,716 千円 

※１             ―――――  

 

 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

  工具器具及び備品 5,119 千円

 賃貸用機器 7,179 千円

合計 12,299 千円 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 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) 13,906,823 ― ― 13,906,823

 

 
 
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) 293,643 2,032 ― 295,675
 

(変動事由の概要)  

普通株式の増加 2,032 株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

 

３ 配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

      

当事業年度(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 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) 13,906,823 ― ― 13,906,823
 

 

 
 
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) 295,675 4,620 ― 300,295
 

(変動事由の概要)  

普通株式の増加 4,620 株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

        

３ 配当に関する事項 

（1）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 
株式の 
種類 

配当金の 
総額 

（百万円） 

配当の 
原資 

1 株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 

平成 22 年 3月 30 日
定時株主総会 

普通 
株式 

54 利益剰余金 4 平成 21 年 12 月 31 日 平成 22 年 3月 31 日
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成 20 年 １月 １日 
至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 １月 １日 
至 平成 21 年 12 月 31 日) 

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 20 年 12 月 31 日現在）

現金及び預金勘定 2,790,313 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △131,000 千円

現金及び現金同等物 2,659,313 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 21 年 12 月 31 日現在）

現金及び預金勘定 2,352,372 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △151,000 千円

現金及び現金同等物 2,201,372 千円 
 

   (リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成 20 年 １月 １日 
至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年 １月 １日 
至 平成 21 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 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・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) 

期末残高
相当額 
(千円) 

工具器具 
及び備品 

30,254 12,788 17,466

その他 6,000 1,600 4,400

合計 36,254 14,388 21,866

  

 
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

21,938 9,318 12,620

その他 6,000 2,800 3,200

合計 27,938 12,118 15,820

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 6,045 千円

１年超 15,820 千円

合計 21,866 千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,573 千円

１年超 11,247 千円

合計 15,820 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

等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

(注)          同左 

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 16,745 千円

減価償却費相当額 16,745 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 5,587 千円

減価償却費相当額 5,587 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 
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(有価証券関係) 

前事業年度（平成 20 年 12 月 31 日現在） 
 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1)株式 42,555 65,664 23,109

(2)債券  

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 42,555 65,664 23,109

(1)株式 303,502 231,959 △71,542

(2)債券  

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 303,502 231,959 △71,542

合計 346,057 297,624 △48,433

(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 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

1,206 443 ―

 
３ 時価のない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

   割引金融債 29,919 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 10,400 

(3) 関連会社株式 15,000 

  
４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超 10 年以内 
(千円) 

10 年超 
(千円) 

１ 債券  

 (1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 19,950 9,969 ― ―

２ その他  

  投資信託 ― ― ― ―
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当事業年度（平成 21 年 12 月 31 日現在） 

 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1)株式 34,638 43,478 8,839

(2)債券  

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 34,638 43,478 8,839

(1)株式 223,744 181,797 △41,947

(2)債券  

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 223,744 181,797 △41,947

合計 258,383 225,275 △33,107

(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 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

23,360 3,390 ―

 
３ 時価のない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

   割引金融債 29,959 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 10,400 

(3) 関連会社株式 15,000 

  
４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超 10 年以内 
(千円) 

10 年超 
(千円) 

１ 債券  

 (1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 19,973 9,985 ― ―

２ その他  

  投資信託 ― ― ― ―
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(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

１ 取引の状況に関する事項 

当社では、短期的な売買差益を獲得する目的や、投機目的のデリバティブ取引の利用は行わない
方針でありますが、当事業年度末においては、一部の借入金債務に対して、借入金債務に係る将来
の金利変動リスクを軽減するため、債務の範囲内で金利スワップ取引を行っております。 
当社のデリバティブ取引の契約先は、国内の格付信用の高い金融機関であり、契約不履行による

リスクは極めて少ないものと判断しております。 
これらの管理は経理部にて行っておりますが、取引導入時には必ず担当役員に承認を事前に受け、

定期的な報告を行っております。 
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

(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 

(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。 

(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。 

  
２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
金利関連 

種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の 
うち１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 
2,081,250 1,581,250 △32,266 △13,644

合計 2,081,250 1,581,250 △32,266 △13,644

(注) １ 時価の算定方法 

金利スワップ・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。 

２ 上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量

を示すものではありません。 

３ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 
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当事業年度(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

１ 取引の状況に関する事項 

当社では、短期的な売買差益を獲得する目的や、投機目的のデリバティブ取引の利用は行わない
方針でありますが、当事業年度末においては、一部の借入金債務に対して、借入金債務に係る将来
の金利変動リスクを軽減するため、債務の範囲内で金利スワップ取引を行っております。 
当社のデリバティブ取引の契約先は、国内の格付信用の高い金融機関であり、契約不履行による

リスクは極めて少ないものと判断しております。 
これらの管理は経理部にて行っておりますが、取引導入時には必ず担当役員に承認を事前に受け、

定期的な報告を行っております。 
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

(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 

(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。 

(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。 

  
２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
金利関連 

種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の 
うち１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 
1,612,750 1,012,750 △18,992 17,185

合計 1,612,750 1,012,750 △18,992 17,185

(注) １ 時価の算定方法 

金利スワップ・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。 

２ 上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量

を示すものではありません。 

３ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 
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(持分法損益等) 

 
    前事業年度（自 平成 20 年 １月 １日 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

 

     当社の当期純利益の額及び剰余金の額からみて重要性が乏しいため記載しておりません。 

 

    当事業年度（自 平成 21 年 １月 １日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

 

       当社の当期純利益の額及び剰余金の額からみて重要性が乏しいため記載しておりません。 
 

 

  (関連当事者情報) 

  前事業年度(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の
内容 

又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 

科目
期末残高
(千円)

 当社製品 

 の販売 
497   ― ―

 貸付金 

 の利息 
10,517   ― ―関連会社 

ウィルワン
㈱ 

東京都
中央区

470,000 卸売業
(所有) 
直接 38.3

兼任３人

製品の販売、
購入及び資金
の援助を行っ
ております。

債権 
放棄 

720,000 ― ―

(注) １ 取引価格については、当社製品の市場価格から算定した価格ならびに関連会社より提示された価格を検討 

         し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

       ２ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

      ３ ウィルワン㈱は平成 20 年 12 月に清算結了しております。 

 

  当事業年度(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日)  
 

    該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(平成 21 年 12 月 31 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産             （千円）

退職給付引当金 328,337

未払事業税等 7,221

賞与引当金 15,403

会員権評価損等 5,292

貸倒引当金 19,682

関係会社株式評価損 3,987

たな卸資産評価損等 65,147

減価償却超過額 8,113

役員退職慰労引当金 98,860

投資有価証券評価損 24,913

その他有価証券評価差額金 19,707

その他 293,907

小計 890,575

評価性引当額 △505,743

総計 384,831

 

  繰延税金負債 

前払年金費用 △40,220

総計 △40,220

繰延税金資産の純額 344,610
 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産             （千円）

退職給付引当金 344,632

未払事業税等 8,828

賞与引当金 16,014

会員権評価損等 5,292

貸倒引当金 10,137

関係会社株式評価損 3,987

たな卸資産評価損等 96,419

役員退職慰労引当金 105,534

投資有価証券評価損 27,469

その他有価証券評価差額金 13,471

その他 162,438

小計 794,224

評価性引当額 △421,220

総計 373,003

 

           

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

  税引前当期純損失が計上されているため記載を省

略しております。 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

                    （％）

法定実効税率 

（調整） 40.69

交際費等永久に損金に 

算入されない項目   14.11

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目         △1.70

住民税等均等割 21.06

評価性引当額の増減 49.03

繰越欠損金控除 △134.98

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 △11.78
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(退職給付関係) 

前事業年度(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日現在) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格年金制度を併用しております。 

なお、退職金制度の一部(定年退職者に係る退職金のうち 70％相当分)を平成３年４月１日より適

格年金制度へ移行しております。 

この他に平成 19 年６月１日より確定拠出年金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成 20 年 12 月 31 日) 

 イ 退職給付債務 △1,782,318 千円

 ロ 年金資産 662,735 千円

 ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,119,583 千円

 ニ 未認識数理計算上の差異 354,429 千円

 ホ 未認識過去勤務債務 57,076 千円

 ヘ 貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) △708,077 千円

 ト 前払年金費用 98,847 千円

 チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △806,924 千円

 

３ 退職給付費用に関する事項 

 イ 勤務費用 93,252 千円

 ロ 利息費用 32,998 千円

 ハ 期待運用収益 △17,564 千円

 ニ 数理計算上の差異の費用処理額 △1,845 千円

 ホ 過去勤務債務の費用処理額 22,094 千円

 ヘ その他 (注) 36,413 千円

 ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 165,348 千円

(注) 確定拠出年金の拠出額であります。 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項(平成 21 年 12 月 31 日) 

 イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

 ロ 割引率 2.00％

 ハ 期待運用収益率 2.00％

 ニ 数理計算上の差異の処理年数 5 年

 ホ 過去勤務債務の処理年数 5 年
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当事業年度(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日現在) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格年金制度を併用しております。 

なお、退職金制度の一部(定年退職者に係る退職金のうち 70％相当分)を平成３年４月１日より適

格年金制度へ移行しております。 

この他に平成 19 年６月１日より確定拠出年金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成 21 年 12 月 31 日) 

 イ 退職給付債務 △1,883,466 千円

 ロ 年金資産 764,899 千円

 ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,118,566 千円

 ニ 未認識数理計算上の差異 236,614 千円

 ホ 未認識過去勤務債務 34,982 千円

 ヘ 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △846,970 千円

 

３ 退職給付費用に関する事項 

 イ 勤務費用 102,498 千円

 ロ 利息費用 35,646 千円

 ハ 期待運用収益 △13,254 千円

 ニ 数理計算上の差異の費用処理額 68,580 千円

 ホ 過去勤務債務の費用処理額 22,094 千円

 ヘ その他 (注) 37,629 千円

 ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 253,193 千円

(注) 確定拠出年金の拠出額であります。 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項(平成 21 年 12 月 31 日) 

 イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

 ロ 割引率 2.00％

 ハ 期待運用収益率 2.00％

 ニ 数理計算上の差異の処理年数 5 年

 ホ 過去勤務債務の処理年数 5 年
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
 (自 平成 20 年 １月 １日 
 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
 -(自 平成 21 年 １月 １日 
 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

１株当たり純資産額 423 円 27 銭
 

１株当たり純資産額 432 円 13 銭
 

１株当たり当期純損失金額 11 円 07 銭
 

１株当たり当期純利益金額 7 円 48 銭
 

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おり、また希薄

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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

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。 

(注)算定上の基礎 

   
１ １株当たり純資産額 

 
前事業年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 
当事業年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 5,761,213 5,879,795 

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円） 

― ― 

普通株式に係る期末の純資産額 
（千円） 

5,761,213 5,879,795 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数（千株） 

13,611 13,606 

 

２ １株当たり当期純利益金額または当期純損失金額 

 
前事業年度 

(自 平成 20 年１月１日 
至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年１月１日 
至 平成 21 年 12 月 31 日) 

当期純利益または当期純損失（△）
（千円） 

△150,661 101,821 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益または当期
純損失（△）（千円） 

△150,611 101,821 

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,612 13,608 

 

  (重要な後発事象) 

   該当事項はありません。 

 

 (開示の省略） 

   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、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ております。 
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５ その他 

（1）部門別売上高明細表 
                                     （単位千円） 

        期  別 
 

前事業年度 
 （自 平成 20 年 １月 １日 
  至 平成 20 年 12 月 31 日）

当事業年度 
 （自 平成 21 年 １月 １日 
  至 平成 21 年 12 月 31 日） 

比較増減 
（△印は減少）

部 門 別   金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

      千円  % 千円 % 千円

漢字プリンタ・システム 9,881,799 68.9 10,206,940 71.4 325,141 

広告制作プリンタ 2,071,966 14.4 1,888,068 13.2 △183,898 

バーコード・ラベルプリンタ 82,572 0.6 57,447 0.4 △25,124 

ネットワーク機器他 183,674 1.3 128,757 0.9 △54,916 

機器賃貸等収入 2,119,199 14.8 2,009,369 14.1 △109,830 

合計 14,339,211 100.0 14,290,583 100.0 △48,628 

 

 

（2）主要製品の期中受注高及び受注残高 
 （単位千円） 

          期  別 
 

前事業年度 
（自 平成 20 年 １月 １日 

    至 平成 20 年 12 月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年 １月 １日 

  至 平成 21 年 12 月 31 日） 

部 門 別 受 注 高 受 注 残 高 受 注 高 受 注 残 高 

      千円 千円 千円 千円

漢字プリンタ・システム 10,641,871 1,339,016 8,923,714 55,790 

広告制作プリンタ 2,047,886 38,859 1,852,261 3,052 

バーコード・ラベルプリンタ 78,303 496 57,296 346 

ネットワーク機器他 154,578 1,918 156,231 29,393 

合計 
 

12,922,639 
 

1,380,291 
 

10,989,504 
 

88,582 
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