
(財)財務会計基準機構会員 

平成１８年１２月期  個別中間財務諸表の概要       平成１８年８月１０日 
上 場 会 社 名        三菱鉛筆株式会社                         上場取引所 東 
コ ー ド 番 号         ７９７６                                        本社所在都道府県 東 京 都 
（ＵＲＬ  http://www.mpuni.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代 表 取 締 役 氏名 数原 英一郎 
問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 永澤 宣之      ＴＥＬ (03)3458－6215 
決算取締役会開催日 平成 18 年 8月 10 日   配当支払開始日   平成 18 年 9月 12 日 
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株) 
 
１． 18 年 6 月中間期の業績(平成 18 年 1月 1日～平成 18 年 6月 30 日) 
(1) 経営成績                                 （百万円未満切捨て） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年 6 月中間期 
17 年 6 月中間期 

23,092 
22,059 

4.7
△6.0

1,337
930

43.7
△19.4

1,811 
1,531 

18.2
4.4

17 年 12 月期 42,668 1,982 3,104 
 
 中間(当期)純利益 １株当たり中間 

(当期)純利益 
 百万円 ％ 円 銭

18 年 6 月中間期 
17 年 6 月中間期 

1,187 
1,041 

14.0
17.1

35.
31.
80 
39 

17 年 12 月期 2,023  60. 10 

 

 (注)①期中平均株式数         18 年 6 月中間期 33,163,283 株  17 年 6 月中間期 33,181,435 株 
17 年 12 月期    33,174,610 株 

    ②会計処理の方法の変更  無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
 
(2)財政状態                                 （百万円未満切捨て） 
 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

18 年 6 月中間期 
17 年 6 月中間期 

61,393 
54,606 

38,758
34,271

63.1
62.7

1,168.
1,033.

75 
12 

17 年 12 月期 60,478 38,089 63.0 1,147.61 

 (注)①期末発行済株式数 18年 6 月中間期 33,162,715 株 17 年 6 月中間期 33,173,388 株 
 17 年 12 月期 33,163,706 株  

②期末自己株式数 18年 6 月中間期 980,431 株 17 年 6 月中間期   969,758 株 
 17 年 12 月期 979,440 株  
 
２．18 年 12 月期の業績予想(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

通   期 45,000 3,500 2,200

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  66 円 34 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

17 年 12 月期 7.00 8.00 15.00 

18年12月期(実績) 8.00 －   

18年12月期(予想) － 8.00 16.00 

 (注)18 年 6月中間期末配当金の内訳  記念配当金 1円 00 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。 
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２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（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 
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  4,507 4,864  3,591 

２．受取手形 ※６ 489 355  627 

３．売掛金  13,942 13,450  13,361 

４．たな卸資産  6,889 6,990  7,146 

５．繰延税金資産  460 481  517 

６．未収入金  1,925 2,209  1,759 

７．その他 ※４ 902 890  1,115 

  貸倒引当金  △258 △311  △270 

流動資産合計  28,859 52.9 28,931 47.1  27,850 46.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

（1）建物 ※２ 2,806 3,577  3,630 

（2）機械及び装置 ※２ 2,496 2,218  2,334 

（3）土地 ※２ 3,312 3,856  3,861 

（4）その他 ※２ 1,883 1,959  1,801 

有形固定資産合計  10,499 19.2 11,612 18.9  11,627 19.2

２．無形固定資産  228 0.4 194 0.3  206 0.3

３．投資その他の資産    

（1）投資有価証券  11,413 17,225  17,207 

（2）長期貸付金  588 656  658 

（3）前払年金費用  2,178 2,007  2,077 

（4）その他  1,329 1,214  1,285 

  貸倒引当金  △489 △448  △436 

投資その他の資産合計  15,019 27.5 20,655 33.7  20,793 34.4

固定資産合計  25,747 47.1 32,462 52.9  32,627 53.9

資産合計  54,606 100.0 61,393 100.0  60,478 100.0
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前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（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 
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※６ 2,225 1,943  1,796 

２．買掛金  7,493 8,497  7,605 

３．短期借入金 ※２ 1,662 894  1,545 

４．未払法人税等  438 628  797 

５．賞与引当金  252 267  249 

６．役員賞与引当金  － 17  － 

７．返品引当金  76 77  74 

８．その他  2,197 2,528  2,295 

流動負債合計  14,345 26.3 14,852 24.2  14,362 23.7

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 114 －  － 

２．繰延税金負債  2,181 4,098  4,317 

３．退職給付引当金  3,281 3,127  3,214 

４．役員退職慰労引当金  306 489  329 

５．その他  104 66  165 

固定負債合計  5,989 11.0 7,782 12.7  8,027 13.3

負債合計  20,334 37.3 22,634 36.9  22,389 37.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  4,497 8.2 － －  4,497 7.4

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  3,582 －  3,582 

２．その他資本剰余金  0 －  0 

資本剰余金合計  3,582 6.6 － －  3,582 5.9

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  824 －  824 

２．任意積立金  20,066 －  20,066 

３．中間（当期）未処分利益  2,215 －  2,965 

利益剰余金合計  23,105 42.3 － －  23,855 39.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  3,826 7.0 － －  6,903 11.4

Ⅴ 自己株式  △740 △1.4 － －  △750 △1.2

資本合計  34,271 62.7 － －  38,089 63.0

負債資本合計  54,606 100.0 － －  60,478 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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 
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 4,497 7.3  － －

２．資本剰余金    

（1）資本準備金  － 3,582 － 

（2）その他資本剰余金  － 0 － 

資本剰余金合計   － － 3,582 5.8  － －

３．利益剰余金    

（1）利益準備金  － 824 － 

（2）その他利益剰余金    

特別償却積立金  － 55 － 

固定資産圧縮 
記帳積立金 

 － 412 － 

別途積立金  － 21,085 － 

繰越利益剰余金  － 2,370 － 

利益剰余金合計   － － 24,747 40.3  － －

４．自己株式   － － △752 △1.2  － －

株主資本合計   － － 32,075 52.2  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価 
差額金 

  － － 6,685 10.9  － －

２．繰延ヘッジ損益   － － △2 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   － － 6,682 10.9  － －

純資産合計   － － 38,758 63.1  － －

負債純資産合計   － － 61,393 100.0  － －
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（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 
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  22,059 100.0 23,092 100.0  42,668 100.0

Ⅱ 売上原価  14,725 66.8 14,976 64.9  28,229 66.2

売上総利益  7,334 33.2 8,115 35.1  14,439 33.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,403 29.0 6,778 29.3  12,456 29.1

営業利益  930 4.2 1,337 5.8  1,982 4.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 638 2.9 506 2.2  1,196 2.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 36 0.2 32 0.2  74 0.2

経常利益  1,531 6.9 1,811 7.8  3,104 7.3

Ⅵ 特別利益 ※３ 66 0.3 － －  107 0.2

Ⅶ 特別損失 ※4,5 75 0.3 60 0.2  117 0.3

税引前中間（当期）純利益  1,522 6.9 1,750 7.6  3,094 7.2

法人税、住民税及び事業税 ※７ 438 596  1,044 

法人税等調整額 ※７ 43 481 2.2 △33 562 2.5 26 1,070 2.5

中間（当期）純利益  1,041 4.7 1,187 5.1  2,023 4.7

前期繰越利益  1,173 －   1,173

中間配当額  － －   232

中間（当期）未処分利益  2,215 －   2,965
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③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

 

資本金 資本

準備金

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金
特別

償却

積立金

固定

資産

圧縮

記帳

積立金

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己

株式

株主

資本

合計

平成17年12月31日 残高 

（百万円）
4,497 3,582 0 3,582 824 68 412 19,585 2,965 23,855 △750 31,185

中間会計期間中の変動額    

特別償却積立金の繰入れ  （注）  24  △24 － －

特別償却積立金の取崩し  （注）  △37  37 － －

別途積立金の積立て    （注）  1,500 △1,500 － －

剰余金の配当       （注）   △265 △265 △265

役員賞与の支給      （注）   △30 △30 △30

中間純利益   1,187 1,187 1,187

自己株式の処分  0 0   0 0

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の中間会計期間中 

の変動額（純額） 
   

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
－ － 0 0 － △13 － 1,500 △594 892 △1 890

平成18年６月30日 残高 

（百万円）
4,497 3,582 0 3,582 824 55 412 21,085 2,370 24,747 △752 32,075

 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成17年12月31日 残高 

（百万円） 
6,903 － 6,903 38,089

中間会計期間中の変動額 

特別償却積立金の繰入れ  （注） －

特別償却積立金の取崩し  （注） －

別途積立金の積立て    （注） －

剰余金の配当       （注） △265

役員賞与の支給      （注） △30

中間純利益 1,187

自己株式の処分 0

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額） 
△217 △2 △220 △220

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△217 △2 △220 669

平成18年６月30日 残高 

（百万円） 
6,685 △2 6,682 38,758

（注）剰余金の配当△265百万円、特別償却積立金の繰入れ△20百万円、特別償却積立金の取崩し23百万円、別途積立金の積立て△1,500百

万円、役員賞与の支給△30百万円は前期の定時株主総会における利益処分による増減であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 同左 同左 

その他有価証券 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 時価のあるもの 

中間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） 

中間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） 

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）

時価のないもの 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 同左 

(2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

時価法 同左 同左 

(3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

製品・半製品・原材料及び仕掛

品 

同左 同左 

総平均法による原価法   

貯蔵品   

最終仕入原価法   

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

定率法 同左 同左 

ただし、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、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。 

  

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

定額法 同左 同左 

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。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (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

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

同左 同左 

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)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 同左 

(3)  ―――――― (3)役員賞与引当金 (3)  ―――――― 

 役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

 

(4)返品引当金 (4)返品引当金 (4)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 同左 

(5)退職給付引当金 (5)退職給付引当金 (5)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、当中間会計期間末に

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、各事業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、それぞれ発生の翌事業年

度から費用処理する方法を採用

しており、当中間会計期間は年

間償却額の２分の１を費用計上

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、当中間会計期間は年間償

却額の２分の１を費用計上して

おります。 

同左 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、当事業年度末におい

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

事業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、

それぞれ発生の翌事業年度から

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。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(6)役員退職慰労引当金 (6)役員退職慰労引当金 (6)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上しており

ます。 

同左 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。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．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 同左 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)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

ている外貨建金銭債権等につい

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 同左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

為替予約取引及び金利スワッ

プ取引 

同左 同左 

ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

外貨建金銭債権、外貨建予定

取引及び借入金の利息 

同左 同左 

(3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

為替予約は、通常の取引の範囲

内で、外貨建金銭債権等に係る

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、通常の外貨建金銭

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 同左 
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前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 (4)ヘッジの有効性評価の方法 (4)ヘッジの有効性評価の方法 

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 同左 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．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の方法 消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法 

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 同左 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） ―――――― 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前

中間純利益は12百万円減少してお

ります。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております。 

 

―――――― （役員賞与引当金に関する会計基準） ―――――― 

 当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を

適用しております。これにより、

営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益は17百万円減少しており

ます。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 

―――――― 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は38,761百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

25,654百万円 26,171百万円 26,247百万円 

※２．有形固定資産のうち本社、横浜事業

所、山形工場及び群馬工場は工場財団

を組成して下記のとおり借入金の担保

に供しております。 

※２．有形固定資産のうち本社、横浜事業

所、山形工場及び群馬工場は工場財団

を組成して下記のとおり借入金の担保

に供しております。 

※２．有形固定資産のうち本社、横浜事業

所、山形工場及び群馬工場は工場財団

を組成して下記のとおり借入金の担保

に供しております。 
 

担保資産  

建物 1,545百万円 

機械及び装置 1,119 

土地 131 

その他 102 

 合計 2,899 
  

 
担保資産 

建物 1,442百万円

機械及び装置 951 

土地 131 

その他 88 

 合計 2,614 
  

 
担保資産 

建物 1,482百万円

機械及び装置 1,020 

土地 131 

その他 94 

 合計 2,729 
   

担保付債務  

長期借入金 286百万円 

（一年以内返済予定分を含む） 

短期借入金 558 

 合計 844 
  

 
担保付債務 

長期借入金 54百万円

（一年以内返済予定分） 

短期借入金 533 

 合計 587 
  

 
担保付債務 

長期借入金 170百万円

（一年以内返済予定分） 

短期借入金 606 

 合計 776 
  

３．債務保証 ３．債務保証 ３．債務保証 

関係会社等の金融機関からの借入等に

対する債務保証額 

関係会社等の金融機関からの借入等に

対する債務保証額 

関係会社等の金融機関からの借入等に

対する債務保証額 
 

三菱鉛筆 

販売協同組合 
860百万円 

ユニポリマー㈱ 151 

㈱ホビーラホビーレ 150 

MITSUBISHI PENCIL 
CO.U.K.LTD. 143 

㈱ユニ 88 

ユニ工業㈱ 80 

その他４件 108 

従業員住宅ローンに
対する債務保証額 

187 

合計 1,768 
  

 
三菱鉛筆 

販売協同組合 
800百万円

ユニポリマー㈱ 159 

MITSUBISHI PENCIL 
CO.U.K.LTD. 155 

㈱ユニ 85 

ユニ工業㈱ 80 

㈱ホビーラホビーレ 50 

その他３件 89 

従業員住宅ローンに
対する債務保証額 

152 

合計 1,572 
  

 
三菱鉛筆 

販売協同組合 
800百万円

三菱鉛筆商務 

（香港）有限公司 
305 

MITSUBISHI PENCIL 
CO.U.K.LTD. 144 

ユニポリマー㈱ 141 

ユニ工業㈱ 80 

㈱ユニ 68 

㈱ホビーラホビーレ 50 

その他３件 53 

従業員住宅ローンに
対する債務保証額 

169 

合計 1,812 
  

※４．中間財務諸表における消費税等の表示 ※４．中間財務諸表における消費税等の表示 ※４．    ────── 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

同左  

５．受取手形（輸出手形を含む）割引高 ５．受取手形（輸出手形を含む）割引高 ５．受取手形（輸出手形を含む）割引高 

209百万円 179百万円 218百万円 
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前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※６．    ────── 

 

 

 

 

※６．    ────── ※６．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 108百万円

支払手形 3 
  

７．当社は、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

約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は以下のとおりであります。 

７．当社は、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

約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は以下のとおりであります。

７．当社は、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

約に基づく当事業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 1,200 

差引額 4,800 
  

 
貸出コミットメント 

の総額 
6,000百万円

借入実行残高 780 

差引額 5,220 
  

 
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 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 13百万円

受取配当金 338 

受取家賃及び地代 187 
  

受取利息 22百万円

受取配当金 239 

受取家賃及び地代 212 
  

受取利息 38百万円

受取配当金 569 

受取家賃及び地代 365 
  

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 8百万円
  

支払利息 4百万円
  

支払利息 15百万円
  

※３．特別利益の主要項目 ※３．   ────── ※３．特別利益の主要項目 

土地売却益 11百万円

貸倒引当金戻入益 55百万円
  

 
土地売却益 11百万円

  

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 

建物売却損 50百万円
  

その他（有形固定 
資産）除却損 

30百万円

減損損失 12 
  

建物売却損 50百万円

土地売却損 26 
  

※５．    ────── ※５．減損損失 ※５．    ────── 

 当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

場所 用途 種類 減損 
損失 

（百万円）

香川県池田町 遊休地 土地 12 

当社は、管理会計上の区分を基本

に、原則として工場資産は工場単位

に、賃貸用資産、遊休資産について

は物件単位にグルーピングを行って

おります。また、本社及び厚生施設

等については、独立したキャッシュ 

・フローを生み出さないことから共

用資産としております。当該資産グ

ループに係る、上記土地は、当社グ

ループ従業員の厚生目的のため取得

しておりましたが、施設の建設等に

至らず遊休地となっており、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に

計上しました。 

なお、回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、不動産業者

から入手した近隣売買価額もとに算

出した価額により評価しておりま

す。 

 

６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 

有形固定資産 610百万円

無形固定資産 81 
  

有形固定資産 578百万円

無形固定資産 32 
  

有形固定資産 1,307百万円

無形固定資産 125 
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前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※７．特別償却積立金の取崩し ※７．特別償却積立金の取崩し ※７．   ────── 

当中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において予

定している利益処分による特別償却

積立金の取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算してお

ります。 

当中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当事業年度末に

おいて予定している特別償却積立金

の取崩しを前提として、当中間会計

期間に係る金額を計算しておりま

す。 

 

 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間増加 
株式数（株） 

当中間会計期間減少 
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 （注） 979,440 1,118 127 980,431

合計 979,440 1,118 127 980,431

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加1,118株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少127株は、単

元未満株主からの売渡請求に応じたことによるものであります。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（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中間期末残高

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中間期末残高

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 
 
(百万円) (百万円)

減価償
却累計
額相当
額 

 (百万円) 

中間期
末残高
相当額 
 

機械及
び装置 

730 682 48 

その他 191 152 38 

合計 921 834 86 

  

 

 

取得価
額相当
額 
 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
 
(百万円)

機械及
び装置

63 61 1

その他 100 83 16

合計 163 145 18

  

 

 

取得価
額相当
額 
 
(百万円) (百万円)

減価償
却累計
額相当
額 

 (百万円)

期末残
高相当
額 
 

機械及
び装置

730 724 6

その他 191 165 25

合計 921 889 31

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

 
１年内 77百万円 

１年超 17 

合計 94 
  

 
１年内 10百万円

１年超 6 

合計 17 
  

 
１年内 21百万円

１年超 10 

合計 32 
  

(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 

(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 77百万円 

減価償却費相当額 69 

支払利息相当額 2 
  

 
支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 13 

支払利息相当額 0 
  

 
支払リース料 144百万円

減価償却費相当額 124 

支払利息相当額 3 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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 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 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 ――――― ――――― 
 

１年内 1百万円 

１年超 － 

合計 1 
  

      

――――― （減損損失について） ――――― 

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。 

 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（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。 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

平成18年８月10日開催の取締役会において、第132期の中間配当を行うことを決議しました。 

 中間配当金額 265百万円 

 １株当たりの額 8円00銭(うち１円は記念配当金) 

 中間配当支払開始日 平成18年９月12日 
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３【製品別中間売上高】 

 
期 別 

前年中間期 
（自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日）

当中間期 
（自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日）

増  減 
前 期 

（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

製品別 
金 額 
（百万円） 

構成比
（％）

金 額 
（百万円）

構成比
（％）

金 額 
（百万円）

比率 
（％） 

金 額 
（百万円）

構成比
（％）

  
 

鉛 筆 1,905 8.6 2,012 8.7 107 5.6 3,707 8.7

シ ャ ー プ 1,622 7.4 1,600 7.0 △21 △1.3 3,127 7.3

ボールペン 10,543 47.8 11,458 49.6 915 8.7 20,681 48.5

サインペン 3,288 14.9 3,373 14.6 85 2.6 6,383 15.0

筆 記 具 計 17,359 78.7 18,445 79.9 1,085 6.3 33,900 79.5

   

Ｏ Ａ 用 品 1,925 8.7 1,689 7.3 △236 △12.3 3,362 7.9

机 上 用 品 910 4.1 740 3.2 △170 △18.7 1,742 4.0

そ の 他 1,862 8.5 2,216 9.6 354 19.0 3,663 8.6

非筆記具計 4,699 21.3 4,647 20.1 △52 △1.1 8,768 20.5

合 計 22,059 100.0 23,092 100.0 1,033 4.7 42,668 100.0

 （注） 売上高における海外売上高の構成比は、前年中間期43.3％、当中間期46.4％であります。 
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