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1.  平成23年12月期第1四半期の業績（平成23年1月1日～平成23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 ％

23年12月期第1四半期 2,371 △12.4 △181 ― △144 ― △192 ―
22年12月期第1四半期 2,708 △22.7 △210 ― △218 ― △243 ―

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

23年12月期第1四半期 △16.09 ―
22年12月期第1四半期 △17.93 ―

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

23年12月期第1四半期 10,453 5,283 50.5 440.51
22年12月期 10,714 5,459 51.0 455.15

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  5,283百万円 22年12月期  5,459百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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)

6,432 1.3 70 ― 64 ― △81 ― △6.75

通期 13,523 11.0 332 ― 325 ― 160 ― 13.34



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、添付資料3ページ「その他の情報」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） 23年12月期1Q 13,906,823株 22年12月期  13,906,823株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  1,912,324株 22年12月期  1,911,805株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 11,994,888株 22年12月期1Q 13,606,528株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法の基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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。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、
添付資料2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）におけるわが国経済は、外

需主導により企業収益や設備投資など一部に回復基調が見られるものの、東北地方太平洋沖地震の発生

を受け、経済活動は急速に落ち込み、先行き不透明な状況となりました。 

このような経営環境のもと、当社は業容の拡大と業績の確保を目指してまいりましたが、売上高は

2,371百万円（前年同四半期比12.4％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1,371百万円（前年同四半期比

22.0％減）、広告制作プリンタは437百万円（同比5.9％増）、ネットワーク機器及びその他は45百万円

（同比15.8％減）、技術サービス等収入517百万円（同比7.2％増）となりました。 

利益面につきましては、減収により売上総利益が880百万円（前年同四半期比1.8％減）となり、その

結果営業損失は181百万円（前年同四半期は営業損失210百万円）、経常損失は144百万円（同経常損失

は218百万円）、四半期純損失は192百万円（同四半期純損失は243百万円）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ260百万円減少し10,453百万円とな

りました。うち流動資産は、製品が同498百万円増加の2,475百万円となり、現金及び預金が同249百万

円増加の2,377百万円となりましたが、受取手形及び売掛金が同871百万円減少の2,902百万円となった

こと等から、同183百万円減少し8,457百万円となりました。また、固定資産は同77百万円減少し1,996

百万円となりました。 

負債合計は、前事業年度末に比べ84百万円減少し5,170百万円となりました。うち流動負債は、短期

借入金、1年内返済予定の長期借入金の合計が同362百万円減少の1,399百万円となりましたが、支払手

形及び買掛金が同337百万円増加の2,173百万円となり、賞与引当金が同120百万円増加の158百万円とな

ったこと等から、同28百万円増加し3,964百万円となりました。固定負債は、主に長期借入金が同130百

万円減少の212百万円となったこと等から、同113百万円減少し1,205百万円となりました。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ175百万円減少し5,283百万円となりました。これは利益剰余金が

同192百万円 減少の139百万円となったこと等によるものです。 

当第１四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249百万円増加し、2,346百万円となりました。 

当第１四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。 

営業活動によって獲得した資金は631百万円（前年同四半期比51.7％増）となりました。これは主

に、税引前四半期純損失190百万円、たな卸資産の増加額492百万円等により資金を使用しましたが、売

上債権の減少額867百万円、仕入債務の増加額337百万円等により資金を獲得したことによるものです。

投資活動によって獲得した資金は110百万円（前年同四半期は9百万円の使用）となりました。 

財務活動によって使用した資金は492百万円（前年同四半期比44.8％増）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。 

  

平成23年２月10日に公表いたしました「平成22年12月期決算短信（非連結）」の業績予想から変更は

ありません。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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

①財政状態の分析

②キャッシュ・フローの状況

(営業キャッシュ・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)

(3) 業績予想に関する定性的情報
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（一般債券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。 

（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。  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日)を適用しております。 

なお、資産除去債務の負債計上額及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約の関連する敷

金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当第１四半期会計期間の

負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ129千円増加し、税引前四半期純損失は7,885千円増加し

ております。また、当会計基準の適用開始により、投資その他の資産が7,885千円減少しております。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 簡便な会計処理

② 四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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23年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,377,939 2,128,888

受取手形及び売掛金 2,902,711 3,773,936

有価証券 29,989 19,988

製品 2,475,777 1,977,579

仕掛品 1,412 8,045

貯蔵品 629,615 627,016

その他 45,545 112,873

貸倒引当金 △5,805 △7,547

流動資産合計 8,457,186 8,640,781

固定資産

有形固定資産 ※1 846,898 ※1 882,396

無形固定資産 185,247 122,709

投資その他の資産 ※2 964,471 ※2 1,068,633

固定資産合計 1,996,617 2,073,739

資産合計 10,453,803 10,714,520

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,173,794 1,835,859

短期借入金 1,035,000 1,170,000

1年内返済予定の長期借入金 364,000 591,500

未払法人税等 10,439 29,445

賞与引当金 158,306 38,306

その他 222,961 270,928

流動負債合計 3,964,502 3,936,039

固定負債

長期借入金 212,000 342,000

退職給付引当金 898,819 882,297

役員退職慰労引当金 92,684 89,697

その他 2,091 4,969

固定負債合計 1,205,595 1,318,964

負債合計 5,170,097 5,255,004

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 139,386 332,360

自己株式 △407,704 △407,638

株主資本合計 5,291,578 5,484,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,633 △23,522

繰延ヘッジ損益 △1,240 △1,581

評価・換算差額等合計 △7,873 △25,103

純資産合計 5,283,705 5,459,515

負債純資産合計 10,453,803 10,714,520
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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)

前第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 2,708,794 2,371,688

売上原価 1,812,280 1,491,651

売上総利益 896,514 880,036

販売費及び一般管理費 ※1 1,107,184 ※1 1,061,645

営業損失（△） △210,670 △181,608

営業外収益

受取利息 317 39

受取配当金 3,000 1,500

保険解約返戻金 － 37,915

貸倒引当金戻入額 1,023 1,742

金利スワップ評価益 7,556 2,545

その他 896 6,321

営業外収益合計 12,794 50,064

営業外費用

支払利息 18,560 10,873

その他 2,424 1,841

営業外費用合計 20,984 12,715

経常損失（△） △218,861 △144,259

特別損失

固定資産除却損 3,877 1,718

投資有価証券評価損 19,028 37,187

会員権評価損 475 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,755

特別損失合計 23,380 46,661

税引前四半期純損失（△） △242,241 △190,920

法人税、住民税及び事業税 4,796 4,693

法人税等調整額 △3,043 △2,640

法人税等合計 1,752 2,052

四半期純損失（△） △243,994 △192,973
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23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（△） △242,241 △190,920

減価償却費 52,763 37,458

賞与引当金の増減額（△は減少） 126,000 120,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,022 16,522

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,590 2,987

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,223 △1,742

受取利息及び受取配当金 △3,317 △1,539

支払利息 18,560 10,873

金利スワップ評価損益（△は益） △7,556 △2,545

固定資産除売却損益（△は益） 3,877 1,718

投資有価証券評価損益（△は益） 19,028 37,187

保険解約返戻金 － △37,915

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,755

機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） － △67,469

売上債権の増減額（△は増加） 537,024 867,628

たな卸資産の増減額（△は増加） △642,705 △492,654

仕入債務の増減額（△は減少） 659,810 337,935

その他 △92,115 3,355

小計 448,517 648,634

利息及び配当金の受取額 3,078 1,530

利息の支払額 △24,999 △13,051

法人税等の支払額 △10,458 △5,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 416,138 631,453

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 △6,123 △153

保険積立金の解約による収入 － 118,254

その他 △3,559 △7,902

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,683 110,199

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） △47,000 △135,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △366,685 △357,500

自己株式の取得による支出 － △66

配当金の支払額 △26,493 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △340,178 △492,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66,276 249,050

現金及び現金同等物の期首残高 2,201,372 2,097,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 2,267,648 ※1 2,346,939

昭和情報機器株式会社（6922）平成23年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－6－



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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