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平成 17 年 12 月期　　  決算短信（連結）　　                    平成18年 2月27日

上 場 会 社 名       　株式会社パイロットコーポレーション　　　　　　　　　　 上場取引所　　　　東　大
コ ー ド 番 号       　7846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本社所在都道府県　東京都
（ＵＲＬ  http://www.pilot.co.jp/ ）
代　　表　　者　役職名　代表取締役社長　　氏名

問合せ先責任者　役職名　経理部長　　　　　氏名　白川　正和　　　　　　 ＴＥＬ　( 03 ) 3538 - 3757
決算取締役会開催日           　平成18年 2月27日

米国会計基準採用の有無  無

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                               (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

       74,467        0.7
       73,974      △1.2

        4,118      △9.4
        4,545       34.8

           2,462       11.7
           2,204       21.5

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

        994   △17.9
      1,212     63.1

21,753.10
27,118.44

－
－

    4.0
    5.5

    3.0
    2.9

    3.3
    3.0

（注）①持分法投資損益　　　　17年12月期　　　　－　百万円　  16年12月期　　　　－　百万円
　　　②期中平均株式数（連結）17年12月期　43,773株　　    　　16年12月期　　　43,244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

          81,269
76,590

          27,255
23,040

33.5
30.1

613,496.85
531,040.61

(注) 期末発行済株式数（連結）　17年12月期　44,426株　　　　16年12月期　　43,387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

          5,559
          4,309

       △2,436
       △1,098

       △2,625
       △3,386

          3,427
3,107

(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　　　13社　持分法適用非連結子会社数　　　－社　持分法適用関連会社数　　　－社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結（新規）　　　－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

37,500
75,000

1,250
2,500

600
1,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　27,011円16銭
  
※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は様々
な要因により記載の数値と異なる可能性があります。

(財)財務会計基準機構会員
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１．企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社 21 社及び関連会社 5 社より構成されており、「スティショナリー

用品」、「その他」の製造、仕入及び販売を主な事業としているほか、これらに付帯するサービス業

務を営んでおります。

各事業の主な内容は、次のとおりであります。

スティショナリー用品    万年筆、シャープペンシル、ボールペン、マーキングペン、インキ、

ノート類、バッグ類、ファイル、磁気利用筆記板、コンピュータリボ

ン、ワープロリボン、コンピュータ関連用品類等

その他　　　　　　　　　リング等の貴金属アクセサリー、玩具、光通信用部品、サービス業務

（グループ内物流、包装等）

  　事業の系統図は次のとおりであります。

　　　　　　　　　国内販売会社　　　　　　　　　海外販売・生産会社

　　

　　　　　　

　　　　　　国内生産会社　　　　　　　　　　　　　その他の会社

国内市場            　　　　    　海外市場

連結子会社

株式会社北海道パイロット

連結子会社

パイロット・コーポレーション・オブ・アメリカ

パイロット・コーポレーション・オブ・ヨーロッパ・エス・アー

パイロット・ペン（ドイツ）有限会社

パイロット・ペン(シンガポール)株式会社

パイロット・ペン（英国）株式会社

パイロット・ペン(南アフリカ)株式会社

パイロット・ペン（香港）株式会社

パイロット・ペン（台湾）株式会社

パイロット・ペン（ブラジル）株式会社

非連結子会社 7 社

上記以外の関連会社 3 社

連結子会社

パイロットインキ株式会社

パイロットプレシジョン株式会社

上記以外の関連会社 2 社

連結子会社

株式会社パイロットロジテム

非連結子会社 1 社

当社　株式会社パイロットコーポレーション

グループの統括・管理及び販売・生産
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

当社及びパイロットグループは、文化の担い手として、1918 年（大正 7年）創業以来、使う人、

売る人、造る人いずれかが損をしても、いずれかが得をしても事業の存続、継続はないという「三

者鼎立」の思想のもと、グループ各社が一体となってつねに創造性を高め、技術開発を練磨し、

開拓者精神をもって新しい市場の開拓、新しい製商品の開発、新しいサービスの提供に取り組む

ことができるグループ経営を目標としております。

この基本方針に基づき、当社は、グループ経営の効率化、連結財務体質の改善などを図りつつ、

顧客志向に立脚した新しい製商品の開発、市場の開拓、製造コストの低減等に努め、全世界にお

けるパイロットブランドの浸透と定着を目指して、自ら事業を推進するとともに、連結グループ

各社の経営活動を指導・管理しております。

（２）利益配分に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を第一に、安定的に配当を実施してまいりますため、中期的

な財務体質の充実や内部留保の必要性等を総合的に勘案して、業績に裏づけされた配当を行うこ

とを基本姿勢としております。

なお、内部留保資金は、新しい製商品の開発や市場競争力を強化するため、また将来の事業を

展開するためなどの投資へ充当し、依然厳しい経営環境に備えてまいりたいと考えております。

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

当社は、企業風土を改善し、経営方針であります「顧客主義」を具体的に実践していくために、

社員の迅速な自己変革を強く求め、人材の育成を強化してまいります。

営業活動におきましては、主力の筆記具を中心に、当社ブランド商品の市場占有率を高めてま

いりますために、マーケティング重視の商品ライン・アップを一層充実いたします。また生産活

動におきましては、より積極的な生産設備や研究開発投資を行ないますとともに、生産拠点の再

構築に向けた総合的な取り組みにも着手してまいります。

これにより、当社は、一貫した基本理念と世界統一のパイロットブランドをもって、より高い

企業付加価値の創造と業績の向上を目指し、グループの総力を挙げた経営戦略を展開してまいる

所存です。

（４）対処すべき課題及び施策

今後、当社が対処すべき課題及び施策の主な経過は、次のとおりであります。

①　国内営業展開

１　経営資源の重点配分による販売体制の強化

当社は、経営資源を重点投入することにより、現状の筆記具文具市場に適合した販売体

制の強化をしております。当期は、主に首都圏周辺地区の再編を行なうなど、販売・業務

効率の向上を図ってまいりました。

２　店頭商品のシェア・アップ等による収益の確保

当期は、主力筆記具の定番化を推進するなど、当社ブランド商品の占有率はもとより、

売上構成比率も向上させて収益の確保を図りました。

３　新規販売ルートの開拓と育成

当社は、既に平成 16 年から新規販売ルートの開拓・育成を目的とした「営業開発部」

を発足させ、あらゆるマーケット情報を収集しつつ、販売に貢献してまいりました。更に

当期は、平成 17 年 7 月から「量販営業部」を「ＣＳ営業部」と改め、「営業開発部」との

情報共有化を図って、「顧客」により密着した業態別マーケットを調査・分析してまいり

ました。今後は、これらをもとに、当社の新たな販売戦略として付加してまいります。

４　新規製商品の企画・開発上市によるユーザーの開拓

細部にわたるマーケティング活動によってニーズを探り、主力の筆記具新製品を数多く
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発売いたしました。これにより、新たな筆記具ユーザーを発掘してまいりました。

②　海外事業展開

地域市場別に特性を有する当社の海外事業につきましては、ユーザーニーズの違いから、

多面的な販売戦略を要します。当期、主たる販売地域であります米州地区では、大きな流通

変革に伴った販売体制に整えてまいりました。また欧州地区につきましても、その他地域と

同様、現状の販売水準を向上させるために、新規製商品の投入を始め、より一層の販売促進

を強化することが課題であります。海外事業展開における、今後の対処すべき課題は、次の

とおりであります。

（ア）主要地域の販売促進強化

（イ）ＰＢ商品など他社低価格筆記具の攻勢リスク対策

（ウ）新規製商品の迅速な企画及び開発上市

（エ）生産部門における筆記具生産設備の増強

（オ）海外子会社のグループ・ガバナンス強化

③　生産部門活動

１　生産設備への投資戦略

当社は、従来より筆記具生産を主体とした設備投資戦略を行なっております。当期のグ

ループ年間生産設備投資額は、約 27 億 88 百万円となりました。特に、国内外で異なる需

要や市場ニーズを迅速に反映させて、生産設備の充実を図っております。今後も、中長期

的な計画に基づいた、グループ投資戦略を行なってまいります。

２　新規製商品の開発戦略

当社の、筆記具を主体とした新規製商品開発につきましては、従来より高付加価値の追

求を基本戦略としております。他方、文具事務用品の分野におきましては、新規商材の開

発や表示記録に関する新規技術の開発も推進するなど、今後も迅速な商品化に向けた開発

投資を実施してまいります。

３　生産効率の見直しとコスト・ダウンの施策

当社は、常に生産効率の見直しを図り、安定的な製品の供給を確保するために、様々な

コスト・ダウンの施策に取り組んでおります。特に当期は、原油価格の高騰などから、生

産部門での素材価格が値上がりいたしましたものの、年間で約 1.2％のコスト・ダウンを

達成いたしました。

④　その他重要な施策

１　人材育成の強化

当社は、企業が着実に発展・存続を遂げ、経営方針であります「顧客主義」を体現して

いくためには、まず社員自らの意識改革を行なっていくことが重要であると考えます。そ

のためには、何よりも企業の人材育成強化が必要不可欠な施策となります。以上のことか

ら、当社では、中長期的な視野に立った人材育成策を構築し、主に次のとおり推進してお

ります。

（ア）社員教育プログラムの策定及び実施

（イ）社員職務要件定義の見直しによる能力重視の評価システム策定

（ウ）社員職務系統及び職務等級の体系作りによる役割の明確化

２　有利子負債の削減

当社及び当社グループは、中長期的な財務の改善計画に基づき、その健全性を高め、企

業価値の増大を図っております。当期におきましては、27 億 37 百万円の有利子負債を削

減いたしました。

（５）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社の考える企業の使命は、企業活動の成果を、株主・ユーザー・取引先・従業員・地域社会・

その他すべてのステークホルダーに対し適切に還元することにより、企業価値の増大を図ること

であります。当社はその実現のために最適と考える、コーポレート・ガバナンス体制を構築いた

しております。
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また当社は、企業活動の大前提として、自らの社会的責任を充分に自覚し、コンプライアンス

はもとより、信頼の高い製商品の提供、雇用や環境への配慮、企業市民として社会への貢献を積

極的に果たしてまいります。

（６）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の機関の内容

１　当社は、10 名の取締役により取締役会を構成しております。その中には、国内主要生産子

会社、および海外主要製販子会社の代表取締役 3 名が含まれており、グローバルなグループ

経営体制に基づいた経営の意思決定、ならびに適切な業務執行の監督を行っております。

また、取締役会において 7 名の執行役員を選任し、迅速かつ機動的な業務執行を図ってお
ります。

当社は、月 1 回の月次取締役会、および必要に応じて、臨時取締役会を開催いたしており

ます。取締役会には、取締役・監査役が出席するとともに、執行役員はオブザーバーとして

同席して、会社の重要事項を充分に討議のうえ、決議いたしております。

２　当社は、月 1 回の経営会議を開催し、取締役・監査役・執行役員が出席して、経営全般に

関する事項の討議及び決定を行っております。

３　当社は、月 1 回の部長会を開催し、取締役・執行役員・各部門責任者が出席して、経営全

般にわたる必要事項の連絡・意見調整、および状況・課題認識の共有化を図っております。

４　当社は、監査役制度を採用しており、監査役 4 名のうち、1 名が社外監査役であります。
監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、業務執行の状況や財産状態の調査及び経営の監

査を充実させるとともに、必要に応じて意見を述べるなど、監査役としての機能を充分に果

たしております。

なお、平成 18 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会において、辞任する監査役 2 名の補欠

のうち、1 名を社外監査役として選任いたす予定であります。その結果、監査役 4 名のうち

半数の 2 名が社外監査役となり、独立性が強化されるとともに、1 名が弁護士、1 名が公認

会計士という専門性を生かした監査業務を行なうことにより、監査の客観性・積極性・公正

性の向上が図られることとなります。

５　弁護士、会計監査人等その他第三者の状況につきましては、複数の顧問弁護士に法的な判

断を要する案件についての助言及び指導を適宜依頼しており、会計監査人には通常の会計監

査に加えて、会計上、経営上の案件についての適宜助言を受けております。なお、当社と顧

問弁護士及び会計監査人との間には、特別の利害関係はありません。

６　当社の内部統制への取り組みにつきましては、平成 18 年 5 月 1 日に予定されている「会

社法」の施行に向けて、当期中、既に代表取締役専務を担当役員とする｢内部統制検討委員

会｣を、社内に設置いたしました。これにより、当社及び対象子会社における内部統制の事

前調査等を踏まえて、その基本方針を検討のうえ、当社取締役会で決議いたすこととなりま

す。当社の基本方針を決議しました後は、速やかに情報開示をいたす所存です。

②　リスク管理体制の整備の状況

１　当社は、「経営リスク管理規定」を設けて、コーポレート・ガバナンスの適切な運営と国

内外の事業活動などに伴い、想定される経営リスクに対処しております。

２　当社は、事業活動において取り扱う個人情報を適法に管理する観点から、以下のことを取

り決めております。

（ア）「プライバシーポリシー」の制定

（イ）「個人情報保護規定」の制定

（ウ）個人情報保護管理責任者の選任

（エ）個人情報保護に関する事務局の設置

③　企業情報開示の状況

当社は、経営の透明性と公正性を図るため、情報開示の関係法規や証券取引所の開示規則等

を遵守いたしますとともに、ホームページ等を積極的に活用してＩＲ活動を強化し、全てのス

テークホルダーに対する情報の適時開示を行っております。
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３．経営成績

（１）当期の概況

当連結会計期間のわが国経済は、一部に格差はありますものの、内需主導による企業の設備投

資が景気回復のメカニズムを喚起して、安定成長の基盤を形成するに至りました。また、雇用所

得環境の改善は、個人消費の回復を引上げて、企業と家計の好循環を生みました。

海外につきましては、ユーロ圏では、期初からのユーロ安を背景に、外需主導の堅調な輸出や

設備投資の持ち直しが見られました。またアジア圏では、当期終盤に主要地域の経済が拡大基調

に戻り、特に中国・インドの景気は底堅さを維持しました。

一方で米国経済は、発生したハリケーンの影響が限定的なものに留まりましたため、市場の強

さを背景に在庫調整も一巡し、通期では個人消費と投資需要が順調に推移しました。

国内の文具業界につきましては、文具小売店の減少が続き、ユーザーの購買嗜好は大きく変化

するなかで、地方の大型出店や書籍文具店の活性が見られるなど、商品流通の様相も変貌してま

いりました。

このような情勢のなか、当社及びパイロットグループは、経営方針の根幹であります「顧客主

義」を強力に推し進め、筆記具を中心に高機能・高付加価値・高品質及びデザイン性を備えたマ

ーケティング重視の「ものづくり」を基本方針に、開発上市を実践してまいりました。当社及び

パイロットグループが、全社一丸となり鋭意営業に努めました結果、当期連結売上高は 744 億 67

百万円（前期比 0.7％増）となりました。

商況を国内外に分けてみますと、国内市場における当期国内連結売上高は 312 億 57 百万円（前

期比 4.3％減）となりました。そのなかで、主力の筆記具は売上高が伸長し、特に当期後半には、

軽くてスリムな万年筆「キャップレス　デシモ」を始め、機能性と操作性を追求した高級ボール

ペン「タイムライン」、リフトクリップ搭載のボールペン「パティント」、消しゴムで消せるゲル

インキボールペン「ｅ－ＧＥＬ」、更に、好きな色のレフィルが選べる「ハイテックＣコレト」な

どの新製品を数多く発売して、それぞれの売上も好調でありました。

海外市場における、当期海外連結売上高は 432 億 9 百万円（前期比 4.6％増）となりました。そ

のなかで、ノック式ゲルインキボールペン「Ｇ－２」、 水性ボールペン「ハイテックポイントＶ
５／Ｖ７グリップ」、ボールペン・シャープペンシルの「スーパーグリップ」シリーズなどの売上

が、当中間期と同様に業績を牽引いたしました。なお、当期後半には、欧州地区に逸早く環境対

応型筆記具「Ｂｅｇｒｅｅｎ（ビグリーン） 」シリーズ（国内商品名「エコメイト」）を投入し、
販売を開始いたしました。

次に、その他の製商品につきましては、貴金属地金の高騰などによる宝飾製品や、電算機用品

類の落ち込みがありました。他方で、知育玩具製品につきましては、発売以来「スイスイお絵か

き」の売上が国内外で好調に推移し、特に米国で「アクティビティ・トイ・オブ・ザ・イヤー」

を受賞するなど、グループ全体の業績に貢献いたしました。

当期の損益面につきましては、以上の商品力をもとに営業努力と全社コストの削減により、連

結営業利益は 41 億 18 百万円（前期比 9.4％減）、連結経常利益は 24 億 62 百万円（前期比 11.7％

増）となりました。連結当期純利益は 9億 94百万円（前期比 17.9％減）となりました。

（２）財政状態

キャッシュフローの状況

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 3 億 20 百万円増加し、34 億

27 百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は 55 億 59 百万円（前期は 43 億 9 百万円の増加）となりました。

これは、主に税金等調整前当期純利益の 23 億 27 百万円と減価償却費の 24 億 50 百万円による

ものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は 24 億 36百万円（前期は 10 億 98 百万円の減少）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 27億 88 百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は 26 億 25百万円（前期は 33 億 86 百万円の減少）となりました。

これは、主に借入金および社債の減少 28 億 97百万円によるものであります。

なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

16 年 12 月期 17 年 12 月期

株主資本比率（％） 30.1 33.5

時価ベースの株主資本比率（％） 20.7 31.7

債務償還年数（年） 7.3 5.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.8 9.8

 （注）株主資本比率　　　　　　　　　　：　株主資本／総資産
時価ベースの株主資本比率　　　　：　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・ガバレッジ・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計算しております。

・株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出して

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全ての負

債を対象としております。

・営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている

「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

（３）次期の業績予想

今後の見通しにつましては、国内では所得改善から景気回復が醸成され、デフレ終焉の期待感

が高まります。しかし、円ドル為替の影響やエネルギー価格の動向、また在庫調整や過剰雇用の

発生など、好循環を断ち切る懸念要因も残り、国内経済の基盤には脆弱な一面があると思われま

す。

また海外では、依然として、潜在的なインフレ圧力など不安材料を抱える米国経済の動向によ

っては、世界経済が左右されるものと推測されます。

このように、当社及びパイロットグループをとりまく経営環境は予断を許さず、引き続き厳し

い状況でありますことを認識し、業績の向上に取り組んでまいります。

こうした状況下で、当社及びパイロットグループは、「顧客」に対する新たなサービスの提供は

もとより、価値ある新しい製商品の企画提案をしてまいります。

また当社及びパイロットグループは、強靭なコーポレート・ガバナンスと健全なコンプライア

ンスをベースに、内部統制監査体制の徹底はもとより、効率的なグループ経営を推進するととも

に、製造コストの更なる低減と全社コストの削減を継続的に強化し、収益の拡大を図ってまいり

ます。

以上により、当社は、グループの自己変革を図りつつ、業績向上による配当原資の確保を第一

に、株主・投資家の皆様のご期待に沿えますよう鋭意努力を続けてまいる所存です。

次期の連結業績につきましては、次のように見込んでおります。

売上高 750億円 　　経常利益 25 億円 　　当期純利益 12 億円
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（４）配当について

期末配当につきましては、安定配当を基本とし、諸般の状況を勘案のうえ、前期に比べて 1,000

円を増配し、1 株につき 3,500 円の普通配当を予定しております。なお、当期の中間配当として、

既に 2,500円を実施いたしておりますので、年間の配当は 1株につき 6,000 円となります。
この結果、当期は、配当性向 30.7％、株主資本当期純利益 4.4％、株主資本配当率 1.3％となり

ます。

次期につきましては、引き続きグループ経営の効率化や連結財務体質の改善などを実行し、業

績向上による配当原資の拡大を目指して、株主の皆様のご期待に沿えるよう努力いたします。



            　　　　    （単位 百万円）

Ⅰ  流動資産

1 現金及び預金 3,423 4,472

2 受取手形及び売掛金 18,359 17,838

3 棚卸資産 16,660 17,764

4 繰延税金資産 2,425 2,856

5 その他 1,928 2,319

貸倒引当金 △ 228 △ 373

流動資産合計 42,569 55.6 44,878 55.2

Ⅱ  固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 7,904 7,916

(2) 機械装置及び運搬具 5,038 4,601

(3) 土地 7,972 7,755

(4) 建設仮勘定 111 －

(5) その他 1,519 2,182

有形固定資産合計 22,545 29.4 22,455 27.6

2 無形固定資産

(1) 借地権 4,796 4,796

(2) その他 384 259

無形固定資産合計 5,180 6.8 5,056 6.2

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 5,724 8,091

(2) 繰延税金資産 － 194

(3) その他 613 656

    貸倒引当金 △ 56 △ 65

投資その他の資産合計 6,281 8.2 8,876 10.9

固定資産合計 34,008 44.4 36,387 44.8

Ⅲ  繰延資産

1 創立費 6 3

2 社債発行費 6 -

繰延資産合計 12 0.0 3 0.0

資産合計 76,590 100.0 81,269 100.0

連結貸借対照表

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成17年12月31日）

（資産の部）

構成比

％ ％

金額 金額 構成比

科目 （平成16年12月31日）
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            　　　　    （単位 百万円）

Ⅰ  流動負債

1 支払手形及び買掛金 12,350 13,483

2 短期借入金 10,307 9,890

3 一年以内返済予定長期借入金 4,970 3,957

4 一年以内償還予定社債 2,100 100

5 未払法人税等 669 971

6 繰延税金負債 - 15

7 未払費用 2,786 2,685

8 賞与引当金 552 549

9 その他 716 1,336

流動負債合計 34,454 45.0 32,990 40.6

Ⅱ  固定負債

1 社債 1,350 1,250

2 長期借入金 12,897 13,690

3 繰延税金負債 361 1,430

4 退職給付引当金 1,334 1,407

5 役員退職慰労引当金 227 253

6 連結調整勘定 2,041 1,935

7 その他 272 387

固定負債合計 18,484 24.1 20,355 25.1

負債合計 52,939 69.1 53,345 65.6

少数株主持分 610 0.8 668 0.8

Ⅰ  資本金 2,340 3.1 2,340 2.9

Ⅱ  資本剰余金 7,680 10.0 7,868 9.7

Ⅲ  利益剰余金 14,817 19.4 15,552 19.1

Ⅳ  その他有価証券評価差額金 1,062 1.4 2,303 2.8

Ⅴ  為替換算調整勘定 △ 2,284 △ 3.0 △ 558 △ 0.7

Ⅵ  自己株式 △ 576 △ 0.8 △ 251 △ 0.3

資本合計 23,040 30.1 27,255 33.5

負債、少数株主持分及び
資本合計

76,590 100.0 81,269 100.0

金額 構成比

科目

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成16年12月31日） （平成17年12月31日）

金額 構成比

（負債の部）

（少数株主持分）

（資本の部）

％％
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   　　 （単位 百万円）

 　　　   （自 平成16年１月１日  　　　   （自 平成17年１月１日
  　　　   至 平成16年12月31日）   　　　   至 平成17年12月31日）

Ⅰ 売上高 73,974 100.0 74,467 100.0

Ⅱ 売上原価 43,339 58.6 43,515 58.4

   売上総利益 30,634 41.4 30,952 41.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 26,089 35.3 26,833 36.0

   営業利益 4,545 6.1 4,118 5.5

Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 94 121

2 受取配当金 67 99

3 連結調整勘定償却額 105 105

4 その他 197 464 0.6 236 563 0.8

Ⅴ 営業外費用

1 支払利息 631 565

2 退職給付会計基準変更時
   差異償却額

3 棚卸資産廃棄評価損 720 430

4 為替差損 340 294

5 その他 535 2,805 3.8 350 2,219 3.0

   経常利益 2,204 3.0 2,462 3.3

Ⅵ 特別利益

1 固定資産売却益 203 10

2 投資有価証券売却益 178 213

3 移転補償金 94 -

4 その他 4 481 0.7 7 230 0.3

Ⅶ 特別損失

1 固定資産売却損 - 79

2 固定資産除却損 - 107

3 投資有価証券評価損 1 0

4 関係会社整理損 111 -

5 合併費用 25 -

6 減損損失 - 170

7 その他 24 162 0.2 9 366 0.5

   税金等調整前当期純利益 2,522 3.4 2,327 3.1

   法人税、住民税及び
   事業税

   法人税等調整額 82 1,266 1.7 △ 334 1,322 1.8

   少数株主利益 44 0.1 10 0.0

   当期純利益 1,212 1.6 994 1.3

金額 百分比金額 百分比

連結損益計算書

1,183 1,656

科目

577

％ ％

577

前連結会計年度 当連結会計年度
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           　　　　　  （単位 百万円）

  　　 （自 平成16年１月１日   　　 （自 平成17年１月１日

  　　　至 平成16年12月31日）   　　　至 平成17年12月31日）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 7,662 7,680

Ⅱ 資本剰余金増加高

  自己株式処分差益 18 18 188 188

Ⅲ 資本剰余金期末残高 7,680 7,868

Ⅰ 利益剰余金期首残高 13,861 14,817

Ⅱ 利益剰余金増加高

連結子会社に対する持分所有
割合の変動に伴う剰余金増加高

  当期純利益 1,212 1,359 994 994

Ⅲ 利益剰余金減少高

  配当金 367 218

  役員賞与 36 41

   （うち監査役賞与） (1) 403 (1) 259

Ⅳ 利益剰余金期末残高 14,817 15,552

147 -

金額

連結剰余金計算書

当連結会計年度

（利益剰余金の部）

金額

（資本剰余金の部）

科目

前連結会計年度
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    　　       （単位 百万円）

 （自 平成16年１月１日  （自 平成17年１月１日
  至 平成16年12月31日）   至 平成17年12月31日）

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前当期純利益 2,522 2,327

2 減価償却費 2,788 2,450

3 連結調整勘定償却額 △ 105 △ 105

4 減損損失 - 170

5 貸倒引当金の増減額 △ 106 126

6 退職給付引当金の増減額 △ 18 73

7 受取利息及び受取配当金 △ 162 △ 221

8 支払利息 631 565

9 固定資産売却益 △ 203 △ 10

10 固定資産売却損 - 79

11 固定資産除却損 - 107

12 投資有価証券売却益 △ 178 △ 213

13 投資有価証券評価損 1 0

14 棚卸資産評価損 396 136

15 関係会社整理損 111 －

16 売上債権の減少額 1,226 1,232

17 棚卸資産の増減額 829 △ 539

18 仕入債務の増減額 △ 808 1,029

19 その他 △ 998 △ ７

   小計 5,925 7,201

20 利息及び配当金の受取額 162 221

21 利息の支払額 △ 631 △ 565

22 法人税等の支払額 △ 1,147 △ 1,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,309 5,559

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出 △ 1,359 △ 2,788

2 有形固定資産の売却による収入 504 116

3 無形固定資産の取得による支出 △ 63 △ 34

4 投資有価証券の取得による支出 △ 652 △ 434

5 投資有価証券の売却による収入 596 379

6 子会社株式の取得による支出 △ 215 －

7 貸付金の実行による支出 - △ 2

8 貸付金の回収による収入 34 2

9 その他 56 325

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,098 △ 2,436

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入金の純増減額 △ 4,167 △ 579

2 長期借入れによる収入 7,286 4,865

3 長期借入金の返済による支出 △ 6,162 △ 5,083

4 社債の償還による支出 △ 50 △ 2,100

5 自己株式の売却による収入 106 524

6 自己株式の取得による支出 △ 7 △ 12

7 配当金の支払額 △ 367 △ 218

8 少数株主への配当金の支払額 △ 25 △ 22

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,386 △ 2,625

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 31 △ 177

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額 △ 206 320

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 3,314 3,107

Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 3,107 3,427

連結キャッシュ・フロー計算書

金額

前連結会計年度 当連結会計年度

科目

金額
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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

１  連結の範囲に関する事項

連結子会社 13社

   主要な連結子会社の名称 パイロットインキ㈱、パイロットプレシジョン㈱

パイロット・コーポレーション・オブ・アメリカ

パイロット・コーポレーション・オブ・ヨーロッパ・エス・アー

非連結子会社 8社

   主要な非連結子会社の名称 パイロット・ペン（スウェーデン）

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

２  持分法の適用に関する事項

持分法適用非連結子会社 該当ありません。

持分法適用関連会社 該当ありません。

持分法を適用していない非連結子会社8社及び関連会社5社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金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、持分法の適用から除外しております。

３  連結子会社の事業年度に関する事項 連結決算日と一致しております。

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 有価証券

          ・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

しております。）

                時価のないもの 移動平均法による原価法

    ② デリバティブ 時価法

    ③ 棚卸資産 主として移動平均法による原価法により評価していますが、一部の在外連結

子会社は低価法により評価しております。

（2） 重要な減価償却資産の減価償却方法

    ① 有形固定資産 主として定率法      ただし、当社及び国内連結子会社の平成10年4月１日以降

取得建物（建物附属設備を除く）については定額法。

また、在外連結子会社については、主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　25年～50年

機械装置及び運搬具　　　  4年～10年

    ② 無形固定資産 定額法      ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用

可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

（3） 繰延資産の処理方法

    ① 創立費 5年間の均等償却

　　② 社債発行費 3年間の均等償却

（4） 重要な引当金の計上基準

    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債権の回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

    ② 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上して

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。

会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。

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の年数（５年）による按分額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度より費用処理しております。

    ④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく連結会計年度末要支給額

を計上しております。

- 14 -



（5） 重要な外貨建の資産又は負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額

      通貨への換算の基準 は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定

に含めております。

（会計処理方法の変更）

当連結会計年度より、在外子会社等の財務諸表項目のうち収益及び費用につ

いて、決算日の直物為替相場により円貨に換算する方法から、期中平均相場に

より換算する方法に変更しております。この変更は、期中を通じて発生する収益

及び費用の各項目を従来の方法により換算した場合、下期において直物為替相

場が大幅に円安となり、経営成績を正しく反映しないこととなったため、これを回避

し、より実情に即して適正に表示するために行ったものであります。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、売上高は1,925百万円、

営業利益は1,123百万円、経常利益は136百万円、税金等調整前当期純利益は

124百万円、それぞれ減少しております。

当中間連結会計期間はこの変更により、従来の方法によった場合と比較して、

売上高は269百万円、営業利益は132百万円、経常利益は29百万円、税金等

調整前当期純利益は28百万円、それぞれ減少しております。

なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。

（6） 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。

（7） 重要なヘッジ会計の方法

    ① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満

たすものについては、特例処理を適用しております。

    ② ヘッジ手段とヘッジ対象

          ・ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引）

          ・ヘッジ対象 主として、外貨建債権に係る変動リスク及び資金の調達に係る金利変動リスク

    ③ ヘッジ方針 将来の為替変動リスク及び金利変動リスクを回避し、コストを安定させることを

目的としてデリバティブ取引を行っております。

    ④ ヘッジ有効性評価の方法 取引対象と手段の相関関係を検討する事前テストのほか、必要に応じて事後

テストを行っております。

（8） その他連結財務諸表作成のための

      重要な事項

    消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

    在外子会社での減損会計適用について パイロット・ペン（シンガポール）リミテッドにつきまして、現地の会計基準により、

当期から減損会計が適用となっております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する 全面時価評価法を採用しております。

　　事項

６  連結調整勘定の償却に関する事項 原則として5年間の均等償却。なお、パイロットインキ（株）にパーチェス法を適

用したことにより発生した連結調整勘定については20年間の均等償却。

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。

８  連結キャッシュ・フロー計算書における資金 手許現金、要求払預金そして価値の変動について僅少なリスクしか負わない

　　の範囲 取得日から3ヶ月以内に期限の到来する短期投資からなっております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

１  有形固定資産の減価償却累計額         　37,146 百万円 38,767 百万円

２　非連結子会社及び関連会社に対するもの
　 投資有価証券 (株式）         　  　654 百万円 788 百万円

３  担保に供している資産及び担保付債務
   建物及び構築物          　2,690 百万円 2,763 百万円
   機械装置及び運搬具                19 16
   有形固定資産｢その他｣（工具、器具及び備品）                 1 0
   土地            3,138 3150
   投資有価証券              287             　   - 
   計            6,136 5,932

    上記に対する債務
   短期借入金       　　　4,639 百万円 4,270 百万円
   一年以内返済予定長期借入金             3,826 2,829
   長期借入金            10,369 12,104
   一年以内償還予定社債             2,000             　   - 
   計            20,835 19,204

４  保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの             　   - 百万円 236 百万円
借入金に対する保証債務

５  受取手形割引高      　     　438 百万円 589 百万円

６  期末日満期手形の会計処理
期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。
従って当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため
次のとおり期末日満期手形が含まれております。
   受取手形               　228 百万円 88 百万円

７　特定融資枠契約 （コミットメントライン）及び当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と
特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。
   特定融資枠契約及び当座貸越極度額の総額　　　　　             　3,000 百万円 9,200 百万円
   借入実行残高　　　　　 300 3,350
   期末 未実行残高               2,700 5,850

８　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の
　　株式の数

普通株式 　 　　　3,427.07 株 2,388.48 株

（連結損益計算書関係）

１  販売費及び一般管理費の主要なもの
   広告宣伝費              3,819 百万円 4,537 百万円
   運賃荷造費              2,595 2,559
   給与手当              6,607 6,658
   賞与              1,142 1,071
   賞与引当金繰入額                234 305
   減価償却費                833 815

２　一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 1,108 百万円 1,108 百万円

３  固定資産売却益の内訳
   建物及び構築物 139 百万円 10 百万円
   土地                 64 -
   計                203 10

４  固定資産売却損の内訳
   土地売却損                  － 百万円 79 百万円

５  固定資産除却損の内訳
   建物及び構築物                  － 百万円 54 百万円
   機械装置及び運搬具                  － 40
   有形固定資産｢その他｣（工具、器具及び備品） － 12
   計 － 107

６  減損損失の内容
パイロット・ペン（シンガポール）リミテッドの本社土地・建物（シンガポール国）について減損損失を計上しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
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

当連結会計年度
   現金及び預金勘定            　3,423 百万円 4,472 百万円
   ３ヶ月超定期預金              △315              △1,044
   現金及び現金同等物              3,107 3,427

前連結会計年度

前連結会計年度

前連結会計年度

当連結会計年度

当連結会計年度
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（リース取引関係）
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

　 取得価額相当額
   　　機械装置及び運搬具            　　710 百万円 928 百万円
  　　 工具、器具及び備品                584 296
   　　合計              1,295 1,224

　 減価償却累計額相当額
   　　機械装置及び運搬具             　  339 百万円 491 百万円
  　　 工具、器具及び備品                 231 178
   　　合計                 570 670

　 期末残高相当額
   　　機械装置及び運搬具             　　370 百万円 436 百万円
   　　工具、器具及び備品                 353 117
   　　合計                 724 554

② 未経過リース料期末残高相当額
    　　１年内               　248 百万円 234 百万円
    　　１年超                 475 319
   　　合計                 724 554

③ 支払リース料及び減価償却費相当額
  　　 支払リース料    　　　   　 　229 百万円 228 百万円
   　　減価償却費相当額                  229 228

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。
   （注） 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経過リース料期末残高が
          有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。

前連結会計年度 当連結会計年度
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの
　　　　       　（単位 百万円）

連結貸借対照表
計上額

 連結貸借対照表計上額が
 取得価額を超えるもの
　　　　　株式                              2,340                              4,221                              1,880

小計                              2,340                              4,221                              1,880

 連結貸借対照表計上額が
 取得価額を超えないもの
　　　　　株式                                862                                766                               △95

小計                                862                                766                               △95

合計                              3,203                              4,988                               1,784

　　（注）　　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて15百万円減損処理を行っております。
　　　　　　　なお、当該株式の減損処理にあたっては、下記の基準により減損処理を行っております。
　　　　　　　①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行っております。
　　　　　　　②　50％未満30％以上下落した場合のものについては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値
　　　　　　　　　 と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸
　　　　　　　　　表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い総合的に判断し、回復可能性のないも
　　　　　　　　　のについて減損処理を行っております。

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券
　　　　　　　　（単位 百万円）

売却額 売却益の合計額

                                          403                                178

３　時価評価されていない有価証券

　（１）　満期保有目的の債券
　　　　　　　　（単位 百万円）

内容 連結貸借対照表計上額

　社債                                    2

　（２）　その他有価証券
　　　　　　　　（単位 百万円）

内容 連結貸借対照表計上額

非上場株式（店頭売買株式を除く）                                 734

当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの
　　　　       　（単位 百万円）

連結貸借対照表
計上額

 連結貸借対照表計上額が
 取得価額を超えるもの
　　　　　株式                         3,111                              6,987                              3,876

小計                         3,111                              6,987                              3,876

 連結貸借対照表計上額が
 取得価額を超えないもの
　　　　　株式                           139                                139                                   0

小計                           139                                139                                   0

合計                         3,251                              7,126                              3,876

　　（注）　　当連結会計年度において、その他有価証券で20万円減損処理を行っております。
　　　　　　　なお、当該株式の減損処理にあたっては、下記の基準により減損処理を行っております。
　　　　　　　①　50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行っております。
　　　　　　　②　50％未満30％以上下落した場合のものについては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値
　　　　　　　　　 と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸
　　　　　　　　　表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い総合的に判断し、回復可能性のないも
　　　　　　　　　のについて減損処理を行っております。

区分 取得原価 差額

区分 取得原価 差額
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２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券
　　　　　　　　（単位 百万円）

売却額 売却益の合計額

                                         141                               213

３　時価評価されていない有価証券

　（1）　その他有価証券
　　　　　　　　（単位 百万円）

内容 連結貸借対照表計上額

非上場株式（店頭売買株式を除く）                               965

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度
　　ヘッジ会計を適用しているためデリバティブ取引に関する注記を省略しております。

　当連結会計年度
　　ヘッジ会計を適用しているためデリバティブ取引に関する注記を省略しております。
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（退職給付関係）
１  採用している退職給付制度の概要 当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として

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。

２  退職給付債務に関する事項
退職給付債務                   12,946 百万円 12,984 百万円
(内訳）
未認識数理計算上の差異                      654 566
会計基準変更時差異の未処理額                    6,409 5,779
年金資産                    4,547 5,230
退職給付引当金                    1,334 1,407

３  退職給付費用に関する事項
勤務費用                       628 百万円 699 百万円
利息費用                       316 278
期待運用収益                      △71                      △82
過去勤務債務の費用処理額                  － 4
数理計算上の差異の費用処理額                       221 246
会計基準変更時差異の費用処理額                       577 577
退職給付費用                     1,673 1,724

４  退職給付債務の計算の基礎に関する事項
退職給付見込額期間配分方法             期間定額基準             期間定額基準
割引率                    2.8 ％                    2.0 ％
期待運用収益率                    1.8 ％                    1.9 ％
数理計算上の差異の処理年数                      5年                      5年
会計基準変更時差異の処理年数                     15年                     15年

（税効果関係）
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）
役員退職慰労引当金 92 百万円 102 百万円
退職給付引当金                      511 531
賞与引当金                      166 166
棚卸資産評価引当                      447 395
ゴルフ会員権評価損                       44 47
未払事業税                       29 65
棚卸資産未実現利益 1,524 1,613
その他                      426 912
繰延税金資産小計 3,242 3,834
評価性引当額                  － △100
繰延税金資産合計 3,242 3,734

（繰延税金負債）
減価償却不足額                　 △348                　 △357
その他有価証券評価差額金                　 △745                　 △1,573
その他                     △84                   △200
繰延税金負債合計                △1,178                △2,130
差引：繰延税金資産純額 2,064 1,604

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。
百万円 百万円

流動資産-繰延税金資産 2,425 2,856
固定資産-繰延税金資産                  － 194
流動負債-繰延税金負債                  － 15
固定負債-繰延税金負債 361 1,430

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の内訳
法定実効税率  　　　　　　　    42.1 %  　　　　　　　    40.7 %
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目                      4.7 5.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目                   △2.7                     △4.3
評価性引当額の増加                  － 3.8
税率変更の影響額                  － 6.4
その他                      6.1 5.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率                     50.2                      56.8

従来、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は標準税率を用いておりましたが、法人事業税の
外形標準課税導入に伴い、当連結会計年度より当社グループの実態に合わせて変更しております。

前連結会計年度 当連結会計年度

前連結会計年度 当連結会計年度
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（セグメント情報）

１  事業の種類別セグメント情報

事業の種類としては「スティショナリー用品」及び「その他」に区分しているが、全セグメントの売上高の合計、営業利益及

び全セグメントの資産の合計額に占める「スティショナリー用品」の割合がいずれも90％を超えているため、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。

２  所在地別セグメント情報

           （単位 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 39,319  16,916 13,741 3,996 73,974 - 73,974

(2) セグメント間の内部売上高

    又は振替高

57,188  16,916 13,783 3,997 91,885  (17,911) 73,974

営業費用  54,297 15,752  12,990 3,752 86,792 (17,363) 69,428

営業利益 2,891  1,163 792 245  5,093  (547) 4,545

Ⅱ 資産 42,052 13,761  10,698  3,497 70,010 6,579 76,590

(注） １  国又は地域の区分は地理的近接度によっている。

       ２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

         (1) 米州 … 北米、中南米

         (2) 欧州 … 欧州

         (3) その他の地域 … アジア、中近東、アフリカ

　　　 ３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 (6,579百万円） は親会社での

　　　　　余資運用資金、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

           （単位 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 38,659 18,472 13,201 4,133 74,467             - 74,467

(2) セグメント間の内部売上高

    又は振替高

57,777 18,472 13,204 4,133 93,588  (19,121) 74,467

営業費用 55,147 17,247 12,834 3,724 88,952  (18,603) 70,349

営業利益 2,630 1,225 370 409 4,635  (517) 4,118

Ⅱ 資産 42,370 16,580 10,533 3,903 73,388 7,881 81,269

(注） １  国又は地域の区分は地理的近接度によっている。

       ２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

         (1) 米州 … 北米、中南米

         (2) 欧州 … 欧州

         (3) その他の地域 … アジア、中近東、アフリカ

　　　 ３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 (7,881百万円） は親会社での

　　　　　余資運用資金、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

       ４  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（5）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の

          作成にあたって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準に記載のとおり、当連結会計年度

                 財務諸表項目のうち収益および費用について、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算する方法から、期中平均          より、在外子会社等の財務諸表項目のうち収益および費用について、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算す

          る方法から、期中平均相場により換算する方法に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、

欧州
その他の

地域

連結
その他の

地域
計

消去又は

全社

             -

前連結会計年度

計

日本 米州
消去又は

全社
連結

    (17,911)

計

当連結会計年度

日本 米州 欧州

      17,868              -            42              1       17,911

計

19,118              - 2              - 19,121 (19,121) -
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         「米州」について、外部顧客に対する売上高は1,394百万円、営業費用は626百万円、営業利益は768百万円少なく計上

         されております。「欧州」について、外部顧客に対する売上高は273百万円、営業費用は113百万円、営業利益は

         160百万円少なく計上されております。「その他の地域」について、外部顧客に対する売上高は257百万円、営業費用は

         62百万円、営業利益は195百万円少なく計上されております。

         当中間連結会計期間は、この変更により従来の方法によった場合に比べ、「米州」について、外部顧客に対する売上高

         は354百万円、営業費用は167百万円、営業利益は187百万円それぞれ減少しております。「欧州」について、外部顧客

         に対する売上高は127百万円、営業費用は 46百万円、営業利益は81百万円それぞれ増加しております。「その他の

         地域」について、外部顧客に対する売上高は41百万円、営業費用は15百万円、営業利益は26百万円それぞれ減少し

        ております。

３  海外売上高

           （単位 百万円）

Ⅰ 海外売上高

Ⅱ 連結売上高

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合

(注） １  国又は地域の区分は地理的近接度によっている。

       ２  各区分に属する主な国又は地域

         (1) 米州 … 北米、中南米

         (2) 欧州 … 欧州

         (3) その他の地域 … アジア、中近東、アフリカ

       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。

           （単位 百万円）

Ⅰ 海外売上高

Ⅱ 連結売上高

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合

(注） １  国又は地域の区分は地理的近接度によっている。

       ２  各区分に属する主な国又は地域

         (1) 米州 … 北米、中南米

         (2) 欧州 … 欧州

         (3) その他の地域 … アジア、中近東、アフリカ

       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  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（5）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸

          表の作成にあたって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準に記載のとおり、当連結

          会計年度より、在外子会社等の財務諸表項目のうち収益および費用について、連結決算日の直物為替相場により

          円貨に換算する方法から、期中平均相場により換算する方法に変更しております。これに伴い、従来の方法によっ

          た場合に比べ、「米州」における売上高は1,394百万円、「欧州」における売上高は273百万円、「その他の地域」に

         おける売上高は257百万円それぞれ少なく計上されております。

         当中間連結会計期間は、この変更により従来の方法によった場合に比べ、「米州」における売上高は354百万円減少

          しております。「欧州」における売上高は127百万円増加しております。「その他の地域」における売上高は41百万円

         減少しております。

   　　　　　　       28.0%    　　　　　         18.5%    　　 　　　        11.6%    　　　　　　　      58.0%

                      74,467

計

                     20,812                      13,773                        8,623                       43,209

当連結会計年度

米州 欧州 その他の地域

                       8,685                       41,302

その他の地域 計

   　　 　　　        11.7%    　　　　　　　      55.8%

                      73,974

前連結会計年度

   　　　　　　       25.2%

                     18,665

   　　　　　         18.9%

                     13,951

米州 欧州
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