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１． 17 年 12 月期の連結業績（平成 17 年 1月 1日～平成 17 年 12 月 31 日） 
(1)連結経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

53,981  
55,861  

△3.4 
0.2 

3,615 
3,503 

3.2 
18.4 

4,207  
3,743  

12.4 
32.2 

 

 当期純利益 
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

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高 

経常利益率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

2,410  
2,421  

△0.5
83.9

73.
73.
93 
64

――― 
―――

6.1 
6.9 

  6.3 
  6.1 

  7.8 
  6.7 

(注)①持分法投資損益 17 年 12 月期 △23 百万円 16 年 12 月期 △29 百万円 
    ②期中平均株式数(連結)  17 年 12 月期 32,158,978 株 16 年 12 月期 32,468,912 株 
    ③会計処理の方法の変更 無  
    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

69,329  
63,203  

41,888 
36,907 

60.4  
58.4  

1,303.
1,137.

86 
33 

(注)期末発行済株式数（連結） 17 年 12 月期 32,103,379 株 16 年 12 月期 32,424,973 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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

17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

4,266  
5,657  

△3,014 
△1,706 

△2,008  
△1,296  

7,444 
8,028 

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数    40社 持分法適用非連結子会社数   －社 持分法適用関連会社数   ４社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)    2社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)    －社 

 
２．18 年 12 月期の連結業績予想（平成 18 年 1月 1日～平成 18 年 12 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通    期 

29,000  
57,000  

2,100  
4,500  

1,250  
2,500  

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  76 円 94 銭 
 

※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業

環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 
 なお、上記業績予想の前提条件に関する事項については、添付資料の４ページをご参照下さい。 



第１【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、子会社43社及び関連会社4社で構成され、筆記具及び筆

記具周辺商品の製造販売を主な事業内容とし、これに関連する物流、その他のサービス事業を展開しております。 

当社グループの事業にかかわる位置づけは次のとおりであります。 

筆記具及び筆記具周辺商品は、当社が製造するほか、山形三菱鉛筆精工㈱などの国内製造子会社やMITSUBISHI 

PENCIL VIETNAM CO.,LTD.などの海外製造子会社も製造に当たり、そこで製造された製品の大部分は、国内につ

いては連結子会社である三菱鉛筆東京販売㈱など全国14の専売販売会社を通じて販売しております。また、海外

については連結子会社であるMITSUBISHI PENCIL CO.U.K.LTD.など海外の専売販売会社と各国代理店を通じて販

売しております。 

これらの事業の系統図は次のとおりであります。 
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第２【経営方針】 
１【会社の経営の基本方針】 

当社は、明治20年の創業以来、『最高の品質こそ最大のサービス』を会社の基本理念として、お客様に満足を

していただける製品作りにグループ会社一丸となって取り組んでまいりました。この理念はたゆまない製品の品

質向上を主眼としてまいりましたが、現在では製品の品質のみならず、開発・生産から販売にいたるまであらゆ

る業務において最高の品質を追求するグループ共通の基本理念となっております。 

 

２【会社の利益配分に関する基本方針】 

当社は､株主のみなさまに対する利益還元の基本として、安定的な配当の継続を重要な経営課題として位置づ

けております。また、内部留保金につきましては、収益力・競争力の強化ならびに新市場・新事業への取り組み

を目的として、研究開発、設備投資ならびに流通整備強化の投資に充当していく所存であります。従いまして株

主のみなさまに対する配当につきましては再投資のための資金確保と安定的な配当継続を念頭におきながら財政

状況、収益レベル、配当性向などを総合的に勘案することとしております。 

このような方針のもと当期期末配当につきましては１株当たり１円増配し、８円とさせていただきたいと存じ

ます。これにより中間配当(１株当たり７円)と合わせ、当期の１株当たり配当金は15円となります。 

 

３【投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等】 

当社は、投資単位の引き下げにつきましては個人投資家層の株式市場への参加を促進し、株式の流動化を高め

る上で有効な施策の一つであるとの認識のもと、平成17年11月1日をもって１単元の株式の数を1,000株から100

株へ引き下げました。この結果、株主数が大幅に増加するとともに流動性も一層向上しております。 

 

４【中長期的な経営戦略】 

創業120年の節目を迎える平成18年までの３ヵ年計画として、「新たな成長のための土壌を作る」ことを基本

方針に、以下の活動に重点を注いでおります。 

(1）筆記具事業の強化 

本業である筆記具の事業において、「世界一の筆記具メーカー」を目指し、これまでに培った技術をベース

に主力のゲルインクボールペン・水性ボールペン、油性ボールペン、マーカーなどを中心として付加価値の高

い、次世代の筆記具を開発しております。 

(2）新規事業の育成 

成長の土台を作りつつある化粧品事業を筆記具周辺部門の主力事業の一つとして育てあげるために資源を投

入してまいります。また、デザインプリント・印章に代表されるような、グループの保有する販売力・技術力

を活かした分野の売上増加に努めます。さらには筆記具製造の基礎技術を応用したカーボン製品、とりわけ燃

料電池用セパレーターの量産化研究の推進、また無水染色用インクの事業化研究により新規分野での売上拡大

を目指します。 

(3）体質の強化 

生産から販売にいたるあらゆる場面においてさらなる効率化を追求し、売上総利益率を向上させる一方で販

売管理費の削減を推し進め収益性の向上を目指します。また、保有資産の良質化と有効活用を進めることによ

り一層の体質強化を図ります。 

 

５【会社の対処すべき課題】 

デフレの経済環境において、これまで当社グループは売上規模拡大に頼らずに収益を向上できる体制を目指し

てまいりました。海外調達の強化や生産体制の見直しにより製造原価の改善を進めると同時に、販売・物流体制

の見直しや間接業務の効率化に努めた結果、収益向上に関して一定の成果を見るに至りました。この収益基盤を

確固たるものにする一方で、一層の収益向上のためにさらなる新製品の投入・新市場の開拓ならびに新規分野の

事業化を進めて売上規模を拡大することにより、ふたたび会社を成長軌道に乗せていくことが最大の課題である

と考えております。 
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６【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況】 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は、企業価値の向上を企業としての最大の使命と認識しております。グローバル化し企業間競争が激化

する経営環境において、公正かつ公平な取引を通じて社会からの信頼性を維持することが企業価値の継続的な

向上に不可欠であると考え、その実現のためコーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な課題と位置付け

ております。 

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

① 当社は監査役制度を採用しております。監査役会は社外監査役２名を含む４名の監査役によって運営さ

れており、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務・財産の状況調査を通して取締役の職務執

行を監査しております。 

  
株 主 総 会

取 締 役 会 監査役会

部 長 会

各種会議体

各 部 門

品質監査委員会 会 計 監 査 人

顧 問 弁 護 士

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 当社の取締役会は平成17年12月末現在取締役11名で構成されております。このうち１名は社外取締役を

登用し、経営監視機能の強化や透明性の向上に努めております。取締役会は月２回開催され会社の重要事

項に関し、十分な論議の上迅速な意思決定を行っております。 

③ 品質監査委員会は年に２回、全社の業務品質ならびに製品品質の監査を行っております。 

④ 当社は毎月部長会を開催し、会社方針の伝達、課題認識の共有化を進める一方で各部門からの報告を受

け現場レベルの状況把握に努めております。 

⑤ 顧問弁護士からは法律問題について適時、助言と指導を受けており、会計監査人からは公正な会計監査

を受けるとともに、適宜アドバイスを受けております。 

⑥ 当社の社外取締役及び社外監査役との関係は、社外取締役の矢作恒雄氏は慶應義塾経営大学院教授であ

り、経営政策・戦略の専門家の立場から取締役会にて審議する各種案件に対し積極的な助言をいただいて

おります。社外監査役の津村和孝氏は株式会社横浜銀行の取締役であり、金融政策を含めた経営政策全般

についての助言と監査を受けております。また、社外監査役の加賀昌之氏は国内における当社製品の主要

販売先の１社である三菱鉛筆中部販売株式会社の代表取締役として、顧客の視点からの指摘・助言ならび

に監査を受けております。 

⑦ 当社は、あずさ監査法人と監査契約を締結しており、監査役と連携を保ちながら会計監査を受けており

ます。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、三和彦幸氏、笛木忠男氏及び宮原正弘氏であり、継

続監査年数については３氏とも７年以下のため記載を省略しております。 

 また、当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士３名、会計士補３名、その他３名であります。 
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(2）リスク管理体制の整備の状況 

① メーカーとして製造物責任の問題に対処するため、PL委員会を設置しております。 

② 品質監査委員会の実施部門として品質保証部を設置し、お客様からの製品に関するクレーム、問い合わ

せに対応しております。また、クレーム情報を開発・製造部門へフィードバックすることにより、品質の

改善につなげております。 

③ 情報管理規定、個人情報管理規定、情報機器管理規定を整備するとともに、個人情報保護責任者である

情報システム担当役員のもと、個人情報保護推進事務局を設置し、個人情報保護の精神の啓蒙と規定遵守

の活動を進めております。 

(3）役員報酬の内容 

当事業年度に取締役に支払った報酬の総額は155百万円、監査役に支払った報酬の総額は31百万円であり

ます。これらのうち、社外役員への報酬の総額は９百万円であります。取締役に支払った報酬の総額には、

使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与含む）18百万円は含まれておりません。 

(4）監査報酬の内容 

当社のあずさ監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく

監査証明に係る報酬は35百万円であります。なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

 

７【親会社等に関する事項】 

当社は、親会社等はありません。 

 

第３【経営成績及び財政状態】 
１【経営成績】 

(1）当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格高騰の影響が懸念されつつも、好調な企業業績を背景に民

間設備投資が増加基調を維持するとともに雇用ならびに所得情勢の改善により個人消費も底堅く推移しました。 

しかしながら文具業界におきましては引き続き安価な海外製品の流入等による価格低下の圧力が強まる中、

マーケットシェアの維持・拡大を目指す競争が続いております。 

このような状況のもと当社グループにおきましては付加価値の高い新製品を投入し、グループ一丸となって

国内・海外市場での販売増強に努めました。 

主力の筆記具では世界最小0.18mmボールのゲルインクボールペン「シグノ・ビット」、ラメの効果により描

線が輝く「シグノ・スパークリング」を投入しました。また、やわらかゲルグリップで好評の「アルファゲ

ル」シリーズの展開や、消せる蛍光ペン「プロパス・イレイサブル」の拡売に注力しました。さらには、印章

関連商品として「スライド式印鑑付ボールペンB-name」やキャップレスネーム印「ＥＺ－１０」を発売しまし

た。しかしながら当社グループの連結売上高は53,981百万円（前年同期比96.6％）となりました。一方損益の

状況につきましては海外からの部材調達の推進による原価低減や全社的な経費効率化を進めた結果、経常利益

は4,207百万円（前年同期比112.4％）と前年を上回り、また当期純利益は2,410百万円(前年同期比99.5％)と

ほぼ前年並みとなりました。 

(2）次期の見通し 

今後の見通しといたしましては堅調な輸出や旺盛な設備投資意欲に牽引された好調な企業業績とともに、雇

用・所得状況改善による個人消費の伸長により、日本経済は底堅い推移を示すものと思われます。このような

経済環境のもと、当期に創業120年の節目を迎える当社グループではお客様の日ごろのご愛顧に感謝しつつ、

「ユニ」ブランドのさらなる浸透を目指してさまざまなキャンペーンを展開し、売上高の増加を目指します。 

通期の連結業績見通しにつきましては連結売上高57,000百万円、経常利益4,500百万円、当期純利益2,500百

万円を見込んでおります。 
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２【財政状態】 

(1）資産、負債、資本の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ有形固定資産のうちの建物及び構築物の増加

722百万円、投資有価証券の増加5,802百万円等により6,125百万円増加し69,329百万円となりました。 

また、当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ流動負債は短期借入金や支払手形及び買

掛金の減少等により553百万円減少する一方、固定負債は繰延税金負債の増加により1,498百万円増加し、

26,688百万円となりました。 

株主資本については当期純利益の計上による利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ4,980百万

円増加して41,888百万円となりました。また、当連結会計年度末の株主資本比率は前連結会計年度末より2.0

ポイント上昇し60.4％となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ584

百万円減少し、7,444百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は税金等調整前当期純利益4,089百万円、減価償却費1,824百万円などにより

4,266百万円（前年同期比1,390百万円の減少）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は生産設備増強など固定資産の取得による支出2,708百万円と固定資産の売却によ

る収入300百万円を主因として差し引き3,014百万円（前年同期比1,307百万円の支出の増加）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は、2,008百万円（前年同期比712百万円の支出の増加）となりました。この主な使

途は借入金の返済1,164百万円等であります。 

 

 なお、企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成14年12月期 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期

自己資本比率 (％) 56.3 55.8 58.4 60.4 

時価ベースの自己資本比率 (％) 37.6 36.9 46.7 60.9 

債務償還年数 (年) 1.3 1.0 0.9 0.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 39.1 25.2 57.9 80.9 

（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 

債務償還年数：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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×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。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、連結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

いるすべての負債を対象にしております。また、利払については、連結キャッシュ・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【事業等のリスク】 

(1）為替等の変動 

当社グループの売上の39.9％は南北アメリカ、欧州、アジア、中近東等世界各国の顧客向けのため、為替

レートの変動は業績に大きく影響を与える可能性があります。 

為替変動による業績への影響を軽減するため、外貨建て取引においては為替予約によるヘッジを行っており

ます。また、一部の取引については円建てにより決済しておりますが、円高の局面では現地販売価格の上昇に

より市場競争力が低下するため、値下げ要求につながる可能性があります。 

(2）新製品開発 

成熟しかつ競争の激しい筆記具市場において、新製品の開発、販売は当社グループの将来の成長を支える大

きな要因であると考えており、新製品を継続的に開発する体制を整えております。しかしながら、今後ますま

す市場のニーズは多様化し、商品サイクルが短期化することが予想され、市場のニーズに合った魅力的な新製

品をタイムリーに開発することができない場合には、将来の成長性と収益性に影響を与える可能性があります。 
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第４【連結財務諸表等】 
(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）  
  

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  8,039  7,489 

２．受取手形及び売掛金 ※２ 14,389  14,964 

３．たな卸資産  11,602  11,390 

４．繰延税金資産  828  833 

５．その他  1,329  1,088 

貸倒引当金  △352  △164 

流動資産合計  35,837 56.7  35,601 51.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※５ 10,561 11,559  

減価償却累計額  6,730 3,830 7,006 4,553 

(2）機械装置及び運搬具 ※５ 17,209 17,908  

減価償却累計額  13,471 3,738 14,449 3,458 

(3）土地 ※５ 4,048  4,525 

(4）建設仮勘定  394  428 

(5）その他  11,561 11,928  

減価償却累計額  10,134 1,426 10,531 1,397 

有形固定資産合計  13,438 21.3  14,363 20.7
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前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

２．無形固定資産 ※８ 345 0.6  461 0.7

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※１ 9,849  15,651 

(2）繰延税金資産  138  109 

(3）前払年金費用  2,357  2,153 

(4）その他  1,289  1,043 

貸倒引当金  △53  △56 

投資その他の資産合計  13,581 21.4  18,902 27.2

固定資産合計  27,365 43.3  33,727 48.6

資産合計  63,203 100.0  69,329 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※２ 10,289  9,565 

２．短期借入金 ※５ 4,416  3,563 

３．未払法人税等  346  934 

４．繰延税金負債  2  2 

５．賞与引当金  362  363 

６．返品引当金  104  78 

７．未払金  2,018  2,247 

８．その他  1,057  1,290 

流動負債合計  18,599 29.4  18,045 26.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※５ 553  122 

２．繰延税金負債  2,318  4,447 

３．退職給付引当金  3,604  3,450 

４．役員退職慰労引当金  355  329 

５．その他 ※1,8 312  292 

固定負債合計  7,143 11.3  8,642 12.5

負債合計  25,743 40.7  26,688 38.5

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  552 0.9  753 1.1
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前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 4,497 7.1  4,497 6.5

Ⅱ 資本剰余金  3,606 5.7  3,612 5.2

Ⅲ 利益剰余金  26,135 41.4  28,064 40.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  3,794 6.0  6,907 10.0

Ⅴ 為替換算調整勘定  △25 △0.1  287 0.4

Ⅵ 自己株式 ※４ △1,100 △1.7  △1,481 △2.1

資本合計  36,907 58.4  41,888 60.4

負債、少数株主持分及び資本 
合計 

 63,203 100.0  69,329 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  55,861 100.0  53,981 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 33,071 59.2  31,055 57.5

売上総利益  22,789 40.8  22,926 42.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 19,285 34.5  19,310 35.8

営業利益  3,503 6.3  3,615 6.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  16 24  

２．受取配当金  77 116  

３．受取家賃及び地代  107 115  

４．為替差益  － 246  

５．その他  198 400 0.7 297 800 1.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  81 55  

２．持分法による投資損失  29 23  

３．為替差損  9 －  

４．売上割引  － 41  

５．シンジケートローン手数料  － 27  

６．その他  39 160 0.3 62 209 0.4

経常利益  3,743 6.7  4,207 7.8

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※３ 847 35  

２．投資有価証券売却益  4 6  

３．貸倒引当金戻入益  － 22  

４．その他  68 919 1.7 － 64 0.1

    

10



  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却及び除却損 ※４ 533 117  

２．投資有価証券評価損  2 10  

３．会員権評価損  6 －  

４．代理店契約解約損  94 －  

５．役員退職慰労金  － 54  

６．その他  141 778 1.4 － 182 0.3

税金等調整前当期純利益  3,884 7.0  4,089 7.6

法人税、住民税及び事業税  949 1,415  

法人税等調整額  271 1,221 2.2 17 1,432 2.6

少数株主利益  242 0.5  246 0.5

当期純利益  2,421 4.3  2,410 4.5
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,606  3,606 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

自己株式処分差益  0 0 5 5 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   3,606  3,612 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   24,127  26,135 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

  当期純利益  2,421 2,421 2,410 2,410 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  387  448  

２．役員賞与  25 413 32 481 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   26,135  28,064 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

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  3,884 4,089 

減価償却費  2,313 1,824 

貸倒引当金増加（△減少）額  102 △185 

退職給付引当金減少額  △106 △156 

前払年金費用減少額  143 204 

受取利息及び受取配当金  △94 △141 

支払利息  81 55 

為替差益  － △246 

持分法による投資損失  29 23 

投資有価証券評価損  2 10 

売上債権の減少（△増加）額  1,378 △386 

たな卸資産の減少額  210 374 

仕入債務の減少額  △305 △747 

その他  △475 288 

小計  7,166 5,003 

利息及び配当金の受取額  104 146 

利息の支払額  △97 △52 

法人税等の支払額  △1,516 △831 

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,657 4,266 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

固定資産の取得による支出  △2,629 △2,708 

固定資産の売却による収入  1,127 300 

投資有価証券の取得による支出  △165 △608 

投資有価証券の売却等による収入  19 52 

貸付けによる支出  △65 △30 

貸付金の回収による収入  36 15 

その他  △29 △35 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,706 △3,014 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加(△純減少)額  318 △671 

長期借入れによる収入  11 87 

長期借入金の返済による支出  △1,054 △492 

自己株式の取得による支出  △114 △545 

自己株式の売却による収入  0 97 

配当金の支払額  △387 △448 

少数株主への配当金の支払額  △69 △34 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,296 △2,008 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △8 170 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  2,646 △584 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,382 8,028 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 8,028 7,444 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数   38社 (1）連結子会社の数   40社 

主要な連結子会社は次のとおりであります。ユニ

工業㈱、山形三菱鉛筆精工㈱、ユニポリマー㈱、

三菱鉛筆東京販売㈱、三菱鉛筆関西販売㈱、

MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO.,LTD. 

なお、新規設立した三菱鉛筆商務（香港）有限公

司、三菱鉛筆中国販売㈱を新たに連結の範囲に含

めました。また連結子会社のうち㈱西九条堂他１

社は解散したため、連結の範囲から除いておりま

す。 

主要な連結子会社は次のとおりであります。ユニ

工業㈱、山形三菱鉛筆精工㈱、ユニポリマー㈱、

三菱鉛筆東京販売㈱、三菱鉛筆関西販売㈱、

MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO.,LTD. 

なお、新規設立した上海新華菱文具制造有限公

司、MITSUBISHI PENCIL KOREA SALES CO.,LTD.を

新たに連結の範囲に含めました。 

(2）非連結子会社の数  ３社 (2）非連結子会社の数  ３社 

主要な非連結子会社はユニ産業㈱であります。 

なお、非連結子会社の減少（１社）は解散による

ものであります。 

主要な非連結子会社はユニ産業㈱であります。 

(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 (3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社３社は、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、連結の範囲から除外しても

合理的判断を誤らせない程度に小規模であると認

められるので、連結の範囲から除外しておりま

す。 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用会社の数 ４社 (1）持分法適用会社の数 ４社 

主要な持分法適用会社は、三菱鉛筆中部販売㈱で

あります。 

なお、持分法適用会社の減少（１社）は、解散に

よるものであります。 

また、債務超過の持分法適用会社に対する負の持

分は、持分法適用に伴う負債として固定負債の

「その他」に計上しております。 

主要な持分法適用会社は、三菱鉛筆中部販売㈱で

あります。 

また、債務超過の持分法適用会社に対する負の持

分は、持分法適用に伴う負債として固定負債の

「その他」に計上しております。 

(2）持分法を適用していない非連結子会社３社は、そ

れぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しております。 

(2）         同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

下記の会社を除く連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。 

なお、三菱鉛筆北海道販売㈱、三菱鉛筆東北販売

㈱、三菱鉛筆東京販売㈱、三菱鉛筆埼玉県販売㈱、

三菱鉛筆関西販売㈱、三菱鉛筆九州販売㈱、三菱鉛

筆沖縄県販売㈱、菱友トレーディング㈱、㈱高井田

エステート、三菱鉛筆中国販売㈱の10社の決算日は

６月30日でありますが、これら子会社については、

連結決算日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

同左 

14



前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 イ．有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

同左 

時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 

ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ 

時価法 同左 

ハ．たな卸資産 ハ．たな卸資産 

主として、総平均法による原価法 同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は定

率法、在外連結子会社は定額法を採用しており

ます。 

ただし、連結財務諸表提出会社及び国内連結子

会社は、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法を

採用しております。 

なお、連結財務諸表提出会社及び国内連結子会

社の耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

同左 

ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 

定額法 

ただし、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）に基づく定

額法を採用しております。 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 イ．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勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

同左 

ロ．賞与引当金 ロ．賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

同左 

ハ．返品引当金 ハ．返品引当金 

販売済製品の返品による損失に備えるため、売

上高及び過去の発生状況から必要額を見積って

計上しております。 

同左 

15



前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

ニ．退職給付引当金 ニ．退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は、

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

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、当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しております。な

お、数理計算上の差異については、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数（10年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する方

法を採用しております。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以

内の一定年数（10年）による定額法により費用

処理する方法を採用しております。 

同左 

ホ．役員退職慰労引当金 ホ．役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

(4）重要な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、連結決算日の直物為替相

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。なお、在外子会社の資産、負

債、収益及び費用は連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、為替換算調整勘定は、「資本

の部」並びに「少数株主持分」に含めて計上して

おります。 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要な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。 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為

替予約が付されている外貨建営業債権債務等に

ついては振当処理を採用しております。金利ス

ワップについては、特例処理を採用しておりま

す。 

同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 同左 

 為替予約取引及び金利スワップ取引  

ヘッジ対象  

 外貨建営業債権債務・外貨建予定取引及び借

入金の利息 
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前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

ハ．ヘッジ方針 ハ．ヘッジ方針 

為替予約は、通常の取引の範囲内で、外貨建営

業債権債務等に係る将来の為替レート変動リス

クを回避する目的で包括的な為替予約取引を

行っております。為替予約取引は、通常の外貨

建営業取引に係る輸出実績等を踏まえ、必要な

範囲で実施しております。金利スワップは、借

入金の将来の金利変動リスクを回避する目的で

行っております。 

同左 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引については、取引時に重要な条件

の同一性を確認しているため、有効性の評価を

省略しております。金利スワップについては、

特例処理の要件を充たしているため、有効性の

評価を省略しております。 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

を採用しております。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６．連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却

を行っております。ただし少額の場合は、これが生

じた連結会計年度中に全額償却しております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成

しております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

同左 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

―――――― （連結損益計算書） 

１．「シンジケートローン手数料」は、前連結会計年

度まで営業外費用の「その他」に含めて表示して

おりましたが、当連結会計年度において営業外費

用の総額に占める重要性が増したため区分掲記し

ております。 

  なお、前連結会計年度における「シンジケート

ローン手数料」の金額は10百万円であります。 

２．「売上割引」は、前連結会計年度まで営業外費用

の「支払利息」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度において営業外費用の総額に占め

る重要性が増したため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度における「売上割引」の金

額は22百万円であります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 
 

投資有価証券（株式） 114百万円

固定負債「その他」（持分法
適用に伴う負債） 

35 

  

 
投資有価証券（株式） 108百万円

固定負債「その他」（持分法
適用に伴う負債） 

45 

  
※２．期末日満期手形の処理については、当期末日は銀

行休業日でありましたが、期末日満期手形につい

ては満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。これにより期末残高から除かれている

期末日満期手形は次のとおりであります。 

※２．期末日満期手形の処理については、当期末日は銀

行休業日でありましたが、期末日満期手形につい

ては満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。これにより期末残高から除かれている

期末日満期手形は次のとおりであります。 
 

受取手形 227百万円

支払手形 30 

割引手形 1 
  

 
受取手形 300百万円

支払手形 20 

割引手形 23 
  

※３．連結財務諸表提出会社の発行済株式の総数 ※３．連結財務諸表提出会社の発行済株式の総数 
 

普通株式 34,143,146株
  

 
普通株式 34,143,146株

  
※４．連結会社及び持分法適用会社が保有する自己株式

の数 

※４．連結会社及び持分法適用会社が保有する自己株式

の数 
 

普通株式 1,718,173株
  

 
普通株式 2,039,767株

  
※５．担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。 

※５．担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。 
 

担保資産 

建物及び構築物 1,816百万円(1,705百万円)

機械装置及び運搬具 1,247   (1,247   )

土地 296   ( 131   )

合計 3,360   (3,085   )

担保付債務 

短期借入金 867百万円( 829百万円)

長期借入金 177   ( 170   )

合計 1,044   ( 999   )
  

 
担保資産 

建物及び構築物 1,590百万円(1,576百万円)

機械装置及び運搬具 1,020   (1,020   )

土地 217   ( 131   )

合計 2,828   (2,729   )

担保付債務 

短期借入金 803百万円( 776百万円)

長期借入金 29   ( －    )

合計 832   ( 776   )
  

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該

債務を示しております。 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該

債務を示しております。 

 ６．債務保証  ６．債務保証 

金融機関からの借入に対しての債務保証額 金融機関からの借入に対しての債務保証額 
 

三菱鉛筆販売協同組合 800百万円

従業員住宅ローン等に対する 
債務保証額 

199 

合計 999 
  

 
三菱鉛筆販売協同組合 800百万円

従業員住宅ローン等に対する 
債務保証額 

169 

合計 969 
  

 
 ７．受取手形(輸出手形を含む)割引高 282百万円
  

 
 ７．受取手形(輸出手形を含む)割引高 307百万円
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前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※８．連結調整勘定 ※８．連結調整勘定 

固定負債の「その他」に含めている連結調整勘定

は46百万円であります。 

無形固定資産に含まれている連結調整勘定は16百

万円であります。 

固定負債の「その他」に含めている連結調整勘定

は22百万円であります。 

無形固定資産に含まれている連結調整勘定は７百

万円であります。 

 ９．連結財務諸表提出会社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりで

あります。 

 ９．連結財務諸表提出会社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりで

あります。 
 

貸出コミットメントの総額 6,000百万円

借入実行残高 1,500 

差引額 4,500 
  

 
貸出コミットメントの総額 6,000百万円

借入実行残高 1,200 

差引額 4,800 
  

20



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 
 

販売促進費 2,778百万円

給与手当 5,529 

退職給付費用 234 

賞与引当金繰入額 164 

役員退職慰労引当金繰入額 49 

貸倒引当金繰入額 285 

研究開発費 2,089 

減価償却費 899 
  

 
販売促進費 2,811百万円

給与手当 5,505 

退職給付費用 211 

賞与引当金繰入額 167 

役員退職慰労引当金繰入額 65 

研究開発費 2,179 

減価償却費 500 
  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 
 

一般管理費 2,089百万円
  

 
当期製造費用 6百万円

一般管理費 2,179 
  

※３．主なものは次のとおりであります。 ※３．主なものは次のとおりであります。 
 

建物及び構築物売却益 45百万円

土地売却益 763 
  

 
土地売却益 30百万円

  

※４．主なものは次のとおりであります。 ※４．主なものは次のとおりであります。 
 

建物及び構築物除却損 24百万円

機械装置及び運搬具除却損 25 

土地売却損 400 
  

 
建物及び構築物売却損 51百万円

機械装置及び運搬具除却損 13 

土地売却損 26 
  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成16年12月31日現在) (平成17年12月31日現在)
 

現金及び預金勘定 8,039百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △10 

現金及び現金同等物 8,028 
  

 
現金及び預金勘定 7,489百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △45 

現金及び現金同等物 7,444 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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
相
（

減
計

得価額 
当額 
百万円） （

価償却累
額相当額 

期
相

百万円） （

末残高 
当額 
百万円）

機
運

2 2 4
械装置及び
搬具 

58 08 9

そ 5 4 6の他 15 46 9

合 7 6 1計 73 55 18

  

 

 
取
相
（

減
計

得価額 
当額 
百万円） （

価償却累
額相当額 

期
相

百万円） （

末残高 
当額 
百万円）

機
運

2 2 4
械装置及び
搬具 

86 36 9

そ 2 2 4の他 52 03 8

合 5 4 9計 38 40 7

  
(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 76百万円

１年超 51 

合計 127 
  

 
１年内 40百万円

１年超 59 

合計 100 
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 

支払リース料 142百万円

減価償却費相当額 134 

支払利息相当額 8 
  

 
支払リース料 86百万円

減価償却費相当額 77 

支払利息相当額 4 
  

(4）減価償却費相当額の計算方法 (4）減価償却費相当額の計算方法 

減価償却費相当額の算定方法については、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。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース料の総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 ────── 
 

１年内 2百万円

１年超 － 

合計 2 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日） 

 種類 
取得原価 
（百万円）

連結貸借対照
表計上額 
（百万円）

差額 
（百万円）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

(1）株式 2,854 9,246 6,392 3,584 15,200 11,615

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

小計 2,854 9,246 6,392 3,584 15,200 11,615

(1）株式 224 200 △24 29 28 △1

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小計 224 200 △24 29 28 △1

合計 3,078 9,447 6,368 3,614 15,228 11,614

 （注）１．取得原価は減損処理後の金額であります。なお、減損処理は期末時価が取得価格より50％以上下落した

場合に行っております。 

２．当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、10百万円減損処理を行っており

ます。 

 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

19 4 － 52 6 －

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

種類 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

非上場株式 271 291 

利付商工債券 15 3 

その他 － 19 

合計 286 314 

 （注） 前連結会計年度において、その他有価証券で非上場株式について、２百万円減損処理を行っております。 
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４．その他有価証券のうち満期がある債券の今後の償還予定額 

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日） 

種類 １年以内 
 

（百万円） 

１年超 
５年以内 
（百万円）

５年超 
10年以内 
（百万円）

10年超 
 

（百万円）

１年以内
 

（百万円）

１年超 
５年以内 
（百万円） 

５年超 
10年以内 
（百万円） 

10年超 
 

（百万円）

債券    

(1）社債 － － － － － － － －

(2）その他 15 － － － 3 － － －

合計 15 － － － 3 － － －

 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年

１月１日 至 平成17年12月31日） 

連結財務諸表提出会社は、輸出取引に係る為替変動リスクに備えるため、外貨建輸出実績等を踏まえ、

必要な範囲内で為替予約取引を利用しております。また、連結財務諸表提出会社は、変動金利支払の

長期借入金の支払利息を固定化するため、対象長期借入金の範囲にて、金利スワップを利用しており

ます。これらの管理は、為替予約取引は、経理部が海外事業部と協議しながら行っており、金利ス

ワップ取引は、経理部が行っており、その内容、金額に応じた決裁権者による決裁を得ることとして

おります。また、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であることから、相

手先の契約不履行による信用リスクは、ほとんどないものと判断しております。なお、デリバティブ

取引は、将来の為替・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。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年

１月１日 至 平成17年12月31日） 

デリバティブ取引については「ヘッジ会計」が適用されているので、注記の対象から除外しておりま

す。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退

職年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、一部の海外連結子会社においても確定給付

型の制度を設けております。なお、連結財務諸表提出会社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、三

菱鉛筆厚生年金基金の代行部分について、平成14年12月１日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除

の認可を受け、平成15年12月１日には過去分支給義務免除の認可を受けました。また、連結財務諸表

提出会社は、平成15年12月１日に三菱鉛筆厚生年金基金を解散し、新たに三菱鉛筆企業年金基金を設

立し、同時に基金制度の見直しを行い、その給付の一部について新たに設定した退職一時金制度へ移

行しております。なお、平成16年２月19日に代行部分の過去分支給義務免除額（責任準備金相当額）

を国へ返還いたしました。 
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２．退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

① 退職給付債務 （百万円） △7,764 △7,303 

② 年金資産 （百万円） 5,668 6,473 

③ 未積立退職給付債務 
  （①＋②） 

（百万円） △2,096 △829 

④ 未認識数理計算上の差異 （百万円） 2,390 1,385 

⑤ 未認識過去勤務債務（債務の減額） （百万円） △1,540 △1,852 

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 
  （③＋④＋⑤） 

（百万円） △1,246 △1,297 

⑦ 前払年金費用 （百万円） 2,357 2,153 

⑧ 退職給付引当金  （⑥－⑦） （百万円） △3,604 △3,450 

   

 （注）１．退職給付債務の算定にあたり、国内連結子会社は簡便法を採用しております。 

２．過去勤務債務の増加は、当連結会計年度の連結財務諸表提供会社の退職金制度の見直し（ポイント制導

入）に伴い発生したものであります。 

 

３．退職給付費用に関する明細 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

① 勤務費用 （百万円） 296 294 

② 利息費用 （百万円） 172 162 

③ 期待運用収益 （百万円） △125 △124 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 （百万円） 321 317 

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 （百万円） △172 △198 

⑥ 特別退職加算金 （百万円） 9 － 

⑦ 退職給付費用 
  （①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 

（百万円） 501 452 

   

 （注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「① 勤務費用」に計上しております。 
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４．退職給付債務の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

① 割引率 （％） 2.5 2.5 

② 期待運用収益率 （％） 2.5 2.5 

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

④ 数理計算上の差異の処理年数 （年） 10 10 

 

（発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数によ

る定額法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。） 

（発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数によ

る定額法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。） 

⑤ 過去勤務債務の額の処理年数 （年） 10 10 

 

（発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数によ

る定額法により費用処理する

こととしております。） 

（発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数によ

る定額法により費用処理する

こととしております。） 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17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 

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 

退職給付引当金損金算入限度超
過額 

493百万円

子会社繰越欠損金 294 

未実現利益 301 

役員退職慰労引当金 144 

貸倒引当金損金算入限度超過額 92 

たな卸資産評価損否認 142 

賞与引当金 137 

返品引当金 40 

未払事業税 25 

特定外国子会社留保金 73 

その他 148 

繰延税金資産小計 1,893 

評価性引当額 △261 

繰延税金資産合計 1,632 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △2,580 

特別償却積立金 △46 

固定資産圧縮記帳積立金 △280 

債権債務の相殺消去に伴う貸倒
引当金の減額修正 

△50 

その他 △28 

繰延税金負債合計 △2,986 

繰延税金資産の純額 △1,353 
  

 
繰延税金資産 

退職給付引当金損金算入限度超
過額 

515百万円

子会社繰越欠損金 276 

未実現利益 315 

役員退職慰労引当金 133 

貸倒引当金損金算入限度超過額 26 

たな卸資産評価損否認 106 

賞与引当金 138 

返品引当金 29 

未払事業税 86 

特定外国子会社留保金 112 

その他 164 

繰延税金資産小計 1,905 

評価性引当額 △292 

繰延税金資産合計 1,612 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △4,703 

特別償却積立金 △44 

固定資産圧縮記帳積立金 △280 

債権債務の相殺消去に伴う貸倒
引当金の減額修正 

△65 

その他 △24 

繰延税金負債合計 △5,118 

繰延税金資産の純額 △3,506 
  

（注） 当連結会計年度における繰延税金資産の

純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

（注） 当連結会計年度における繰延税金資産の

純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 
 

流動資産－繰延税金資産 828百万円

固定資産－繰延税金資産 138 

流動負債－繰延税金負債 2 

固定負債－繰延税金負債 2,318 
  

 
流動資産－繰延税金資産 833百万円

固定資産－繰延税金資産 109 

流動負債－繰延税金負債 2 

固定負債－繰延税金負債 4,447 
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前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 
 

法定実効税率 41.8％

(調整)  

在外子会社との税率差異 △4.7 

税額控除 △3.6 

受取配当金等の連結消去による影響 2.4 

税務上の繰越欠損金の利用 △6.8 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

1.3 

子会社欠損金に係る税効果未認識 2.6 

その他 △1.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.4 
  

 
法定実効税率 40.5％

(調整)  

在外子会社等との税率差異 △4.7 

税額控除 △6.4 

受取配当金等の連結消去による影響 4.0 

税務上の繰越欠損金の利用 △2.6 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

1.1 

子会社欠損金に係る税効果未認識 0.7 

評価性引当額 1.6 

その他 0.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.0 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年１

月１日 至 平成17年12月31日） 

一セグメントの売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグ

メント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

 
日本 

（百万円） 
その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 49,935 5,926 55,861 － 55,861

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

3,604 2,284 5,889 △5,889 －

計 53,539 8,210 61,750 △5,889 55,861

営業費用 50,352 7,818 58,170 △5,813 52,357

営業利益 3,187 392 3,579 △76 3,503

Ⅱ 資産 61,279 6,224 67,504 △4,300 63,203

 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 
日本 

（百万円）
アジア 
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 46,820 4,720 2,440 53,981 － 53,981

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

4,659 3,263 － 7,923 △7,923 －

計 51,480 7,983 2,440 61,904 △7,923 53,981

営業費用 48,584 7,344 2,431 58,360 △7,995 50,365

営業利益 2,896 639 8 3,543 72 3,615

Ⅱ 資産 66,545 5,518 1,863 73,927 △4,597 69,329

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……香港、他 

(2）その他……英国、豪州、他 

３．国または地域の区分変更 

アジアの区分に属する地域については、従来「その他」として表示しておりましたが、アジアの売上

高が10％以上となったため「アジア」として区分表示しております。 

なお、変更後の所在地区分による前連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 
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前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

 
日本 

（百万円）
アジア 
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 49,935 3,408 2,517 55,861 － 55,861

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,604 2,281 3 5,889 △5,889 －

計 53,539 5,690 2,520 61,750 △5,889 55,861

営業費用 50,352 5,321 2,496 58,170 △5,813 52,357

営業利益 3,187 368 24 3,579 △76 3,503

Ⅱ 資産 61,279 4,421 1,802 67,504 △4,300 69,203

 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

 アメリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 10,106 12,368 22,475 

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － 55,861 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％） 18.1 22.1 40.2 

 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 アメリカ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 8,057 5,830 7,632 21,520 

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － － 53,981 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％） 14.9 10.8 14.1 39.9 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アメリカ………米国、他 

(2）アジア…………香港、他 

(3）その他…………英国、他 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４．地域の区分の変更 

アジアの区分に属する地域については、従来「その他」として表示しておりましたが、アジアの売上高が

10％以上となったため、「アジア」として区分表示しております。 

なお、変更後の地域区分により前連結会計年度の海外売上高は次のとおりであります。 
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前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

 アメリカ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 10,106 4,397 7,970 22,475 

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  － － － 55,861 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％）  18.1 7.9 14.3 40.2 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(3）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 
(百万円) 

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
（人）

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
 

（百万円） 
科目 

期末残高
 

（百万円）

関連会社 
三菱鉛筆
中部販売
株式会社 

愛知県 
名古屋市
中村区 

48 卸売業 直接 20
兼任 

２

当社製
品の卸
売販売

当社製品の販売 2,706 売掛金 904

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額等には消費税は含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおりま

す。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社製品の販売については、市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、了承を得たうえ、

一般的取引条件と同様に決定しております。 

 

(4）兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(3）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 
(百万円) 

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
（人）

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
 

（百万円） 
科目 

期末残高
 

（百万円）

関連会社 
三菱鉛筆
中部販売
株式会社 

愛知県 
名古屋市
中村区 

48 卸売業 直接 20
兼任 

２

当社製
品の卸
売販売

当社製品の販売 2,890 売掛金 980

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額等には消費税は含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおりま

す。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社製品の販売については、市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、了承を得たうえ、

一般的取引条件と同様に決定しております。 

 

(4）兄弟会社等 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,137.33円

１株当たり当期純利益 73.64円

  

 

１株当たり純資産額 1,303.86円

１株当たり当期純利益 73.93円

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載を省略しておりま

す。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載を省略しておりま

す。 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当期純利益 （百万円） 2,421 2,410 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） 30 32 

（うち利益処分による役員賞与金） （30） （32）

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 2,391 2,377 

期中平均株式数 （千株） 32,468 32,158 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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