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１． 18 年 6 月中間期の連結業績(平成 18 年 1 月 1日～平成 18 年 6月 30 日) 
(1) 連結経営成績                                 （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 

29,004  
27,399  

5.9 
△4.6 

2,445 
1,622 

50.7 
△2.9 

2,794  
1,957  

42.8 
7.6 

17 年 12 月期 53,981  3,615 4,207  
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

18 年 6 月中間期
17 年 6 月中間期 

1,674 
1,223 

36.9 
21.7 

52.
37.
17 
85 

－ 
－ 

 

17 年 12 月期 2,410 73. 93 － 
(注)①持分法投資損益 18 年 6 月中間期 △55 百万円 17年6月中間期 △24 百万円 
 17 年 12 月期 △23 百万円  
    ②期中平均株式数(連結)  18 年 6 月中間期 32,102,231 株 17年6月中間期 32,213,996 株 
 17 年 12 月期 32,158,978 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、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)連結財政状態                                 （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 

69,584  
62,321  

43,756 
37,553 

61.8  
60.2  

1,339.
1,171.

90 
91 

17 年 12 月期 69,329  41,888 60.4  1,303. 86 
(注)期末発行済株式数（連結） 18 年 6 月中間期 32,101,026 株 17年 6月中間期 32,041,103 株 
 17 年 12 月期 32,103,379 株  

 

(3)連結キャッシュ･フローの状況                          （百万円未満切捨て） 

 
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

18 年 6 月中間期 
17 年 6 月中間期 

4,413  
3,056  

△1,107 
△770 

△1,384  
△1,862  

9,349 
8,545 

17 年 12 月期 4,266  △3,014 △2,008  7,444 
 
(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) －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

通   期 57,000 4,900 2,800 
(
 
参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 87 円 22 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。 



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』を基本理念として、お客様に満足していた

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。この理念はたゆみ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金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中間期における配当金につきましては、今年が創業120年にあたることから前中間期

より記念配当金１円を増配し１株当たり８円とさせていただきたいと存じます。 

 

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】 

当年は中期３ヵ年計画の最終年にあたり、「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まいります。 

(2)新規事業の育成 

筆記具周辺商品部門の主力事業の一つとして成長しつつある化粧品事業をさらに強化す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製品、なかでも発熱体、燃料

電池用セパレーターなどを中心としたカーボン製品、ならびに無水染色事業の推進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、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【親会社等に関する事項】 

 当社は、親会社等はありません。 
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第３【経営成績及び財政状態】 
１【経営成績】 

(1）当期の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰の影響が広がりつつあるものの、民間設備投資が

堅調に推移するとともに所得環境の改善により個人消費も底堅く推移し、景気は緩やかな回復を続けてまいり

ました。 

文具業界におきましては引き続きマーケットシェアの維持・拡大を目指す厳しい競争が続いておりますが、

「塗り絵」「写本」がブームとなり、長期にわたり減少を続けていた鉛筆の需要が増加するといった明るい状

況も見受けられました。 

当社グループにおきましては主力の筆記具及び筆記具周辺商品において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・海外市場での販売に鋭意努力いたしました。 

主力の筆記具事業においては、国内で引き続き好評な「やわらかグリップ」のアルファゲルシリーズやウイ

スキー樽を再生利用したピュアモルトシリーズの新製品を投入し品幅を拡張しました。また、需要が増大する

鉛筆の供給体制確立に努めました。海外においては北米を中心に人気のノック式ゲルインクボールペン「UMN-

207」の売上増進に力を注ぎました。さらに筆記具周辺事業として化粧品、カーボン製品の売上増加を図りま

した。 

その結果、当社グループの連結売上高は29,004百万円（前年同期比105.9%）となりました。この売上増加に

伴う総利益増加の結果、経常利益は2,794百万円（前年同期比142.8%）と前年を上回り、また中間純利益は

1,674百万円(前年同期比136.9%)と増収増益となりました。 

 

(2）通期の見通し 

国内経済は、所得状況改善による個人消費の伸長とともに旺盛な設備投資意欲に牽引され底堅い推移を示す

ことが期待されます。しかしながら、ゼロ金利解除に伴う日米金利差の縮小による円高の懸念、原油の更なる

高騰、不透明な中東情勢など景気に悪影響を与えかねない要因が増加しつつあり、楽観はできない状況となっ

てきました。このような経済環境のもと、創業120年の節目の年を新たな成長の礎とすべく、グループ全体の

力を結集し、売上の拡大、収益の向上を目指します。 

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4,900百万円、当期純利益2,800

百万円を見込んでおります。 

 

２【財政状態】 

(1）資産、負債、純資産の状況 

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金の増加1,876百万円等によ

り255百万円増加し69,584百万円となりました。 

また、当中間連結会計期間末における負債は短期借入金の減少1,197百万円等により860百万円減少となりま

した。純資産については、中間純利益計上による利益剰余金の増加1,390百万円等及び少数株主持分744百万円

が当中間連結会計期間より純資産に表示されたことにより前連結会計年度末に比べ1,868百万円増加して

43,756百万円となりました。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間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

1,905百万円増加し、9,349百万円となりました。 

（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2,574百万円、減価償却費794百万円などにより

4,413百万円（前年同期比1,356百万円の増加）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693百万円を主因として1,107百万円

（前年同期比336百万円の支出の増加）となりました。 
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（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、1,384百万円（前年同期比478百万円の支出の減少）となりました。この主な使

途は借入金の返済1,113百万円等であります。 

 

 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 

６月期 

平成15年 

６月期 

平成16年 

６月期 

平成17年 

６月期 

平成18年 

６月期 

自己資本比率 (％) 52.5 57.3 57.4 60.2 61.8 

時価ベースの自己資本比率 (％) 37.6 44.6 46.1 56.3 57.3 

債務償還年数 (年) 0.8 0.6 0.6 0.6 0.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 39.8  54.7  97.2  117.1 158.8 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

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、中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しています。有利子負債は、中間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、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

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42.5％は南北アメリカ、欧州、アジア、中近東など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います。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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１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
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
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   8,565 9,366  7,489

２．受取手形及び売掛金 ※４  14,075 14,297  14,964

３．たな卸資産   11,162 11,134  11,390

４．繰延税金資産   850 867  833

５．その他   872 815  1,088

  貸倒引当金   △202 △189  △164

流動資産合計   35,325 56.7 36,292 52.2  35,601 51.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※１ 10,545 11,550 11,559 

減価償却累計額  6,857 3,688 7,129 4,420 7,006 4,553

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 17,650 18,014 17,908 

減価償却累計額  13,924 3,725 14,787 3,226 14,449 3,458

(3）土地 ※１  3,959 4,460  4,525

(4）建設仮勘定   350 433  428

(5）その他  11,685 11,717 11,928 

減価償却累計額  10,250 1,434 10,218 1,499 10,531 1,397

有形固定資産合計   13,158 21.1 14,040 20.2  14,363 20.7

２．無形固定資産   305 0.5 433 0.6  461 0.7

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券   9,917 15,642  15,651

(2）繰延税金資産   122 122  109

(3）前払年金費用   2,255 2,091  2,153

(4）その他   1,290 1,008  1,043

  貸倒引当金   △53 △47  △56

投資その他の資産合計   13,532 21.7 18,818 27.0  18,902 27.2

固定資産合計   26,995 43.3 33,292 47.8  33,727 48.6

資産合計   62,321 100.0 69,584 100.0  69,329 100.0

    

6



  
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
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※４  9,506 9,806  9,565

２．短期借入金 ※１  3,542 2,366  3,563

３．未払法人税等   650 959  934

４．繰延税金負債   8 34  2

５．賞与引当金   361 398  363

６．役員賞与引当金   － 17  －

７．返品引当金   79 81  78

８．未払金   2,225 2,360  2,247

９．その他   1,199 1,412  1,290

流動負債合計   17,573 28.2 17,435 25.0  18,045 26.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１  191 88  122

２．繰延税金負債   2,337 4,238  4,447

３．退職給付引当金   3,606 3,380  3,450

４．役員退職慰労引当金   306 489  329

５．その他   215 195  292

固定負債合計   6,656 10.7 8,392 12.1  8,642 12.5

負債合計   24,230 38.9 25,828 37.1  26,688 38.5

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   537 0.9 － －  753 1.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   4,497 7.2 － －  4,497 6.5

Ⅱ 資本剰余金   3,606 5.8 － －  3,612 5.2

Ⅲ 利益剰余金   27,103 43.5 － －  28,064 40.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金   3,831 6.1 － －  6,907 10.0

Ⅴ 為替換算調整勘定   108 0.2 － －  287 0.4

Ⅵ 自己株式   △1,594 △2.6 － －  △1,481 △2.1

資本合計   37,553 60.2 － －  41,888 60.4

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  62,321 100.0 － －  69,329 100.0
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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 6.5  － －

２．資本剰余金   － － 3,612 5.2  － －

３．利益剰余金   － － 29,455 42.3  － －

４．自己株式   － － △1,489 △2.2  － －

株主資本合計   － － 36,075 51.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価 
差額金 

  － － 6,694 9.6  － －

２．繰延ヘッジ損益   － － △2 △0.0  － －

３．為替換算調整勘定   － － 244 0.4  － －

評価・換算差額等合計   － － 6,936 10.0  － －

Ⅲ 少数株主持分   － － 744 1.1  － －

純資産合計   － － 43,756 62.9  － －

負債純資産合計   － － 69,584 100.0  － －
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②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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   27,399 100.0 29,004 100.0  53,981 100.0

Ⅱ 売上原価   15,860 57.9 16,170 55.8  31,055 57.5

売上総利益   11,538 42.1 12,833 44.2  22,926 42.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  9,915 36.2 10,388 35.8  19,310 35.8

営業利益   1,622 5.9 2,445 8.4  3,615 6.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  8 18 24 

２．受取配当金  103 115 116 

３．受取家賃及び地代  59 90 115 

４．為替差益  123 － 246 

５．その他  141 436 1.6 266 490 1.7 297 800 1.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  26 26 55 

２．持分法による投資損失  24 55 23 

３．為替差損  － 9 － 

４．その他  50 101 0.4 50 141 0.5 131 209 0.4

経常利益   1,957 7.1 2,794 9.6  4,207 7.8

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ 16 － 35 

２．投資有価証券売却益  1 2 6 

３．貸倒引当金戻入益  57 75 0.3 － 2 0.0 22 64 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却及び除却損 ※３ 79 55 117 

２．減損損失 ※４ － 164 － 

３．役員退職慰労金  － 2 54 

４．その他  － 79 0.3 － 222 0.7 10 182 0.3

税金等調整前中間（当期）
純利益 

  1,953 7.1 2,574 8.9  4,089 7.6

法人税、住民税及び 
事業税 

※５ 695 931 1,415 

法人税等調整額 ※５ △21 673 2.4 △76 855 2.9 17 1,432 2.6

少数株主利益   56 0.2 43 0.2  246 0.5

中間（当期）純利益   1,223 4.5 1,674 5.8  2,410 4.5
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③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（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） 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  － － 5 5

Ⅲ 資本剰余金中間期末 

（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  26,135  26,135

Ⅱ 利益剰余金増加高   

  中間（当期）純利益  1,223 1,223 2,410 2,410

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  225 448 

２．役員賞与  30 255 32 481

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

（期末）残高 
 27,103  28,064
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 
 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 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 3,612 28,064 △1,481 34,692

中間連結会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △254 △254

役員賞与の支給 △30 △30

中間純利益 1,674 1,674

自己株式の処分  0 0 0

自己株式の取得    △7 △7

株主資本以外の項目の中間連結会計 

期間中の変動額（純額） 
    

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円）
－ 0 1,390 △7 1,382

平成18年６月30日 残高 

（百万円）
4,497 3,612 29,455 △1,489 36,075

 

 

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 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

少数株主 

持分 
純資産合計

平成17年12月31日 残高 

（百万円）
6,907 － 287 7,195 753 42,641

中間連結会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △254

役員賞与の支給 △30

中間純利益 1,674

自己株式の処分  
 

 0

自己株式の取得  △7

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
△213 △2 △42 △259 △8 △267

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△213 △2 △42 △259 △8 1,115

平成18年６月30日 残高 

（百万円）
6,694 △2 244 6,936 744 43,756
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 

６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 

１月１日 
至 平成18年 

６月30日） 

前連結会計年度 
（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） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  1,953 2,574 4,089 

減価償却費  864 794 1,824 

減損損失  － 164 － 

貸倒引当金増加（△減少）額  △148 17 △185 

退職給付引当金減少額  △0 △69 △156 

前払年金費用減少額  102 61 204 

受取利息及び受取配当金  △111 △133 △141 

支払利息  26 26 55 

持分法による投資損失  24 55 23 

売上債権の減少（△増加）額  395 635 △386 

たな卸資産の減少額  494 248 374 

仕入債務の増加（△減少）額  △681 242 △747 

その他  467 565 52 

小計  3,386 5,183 5,003 

利息及び配当金の受取額  111 138 146 

利息の支払額  △25 △27 △52 

法人税等の支払額  △416 △880 △831 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,056 4,413 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  △852 △693 △2,708 

固定資産の売却による収入  171 4 300 

投資有価証券の取得による支出  △19 △437 △608 

投資有価証券の売却等による収入  11 23 52 

貸付けによる支出  △7 △15 △30 

貸付金の回収による収入  7 3 15 

その他  △80 8 △35 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △770 △1,107 △3,014 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純減少額  △870 △1,102 △671 

長期借入れによる収入  1 2 87 

長期借入金の返済による支出  △269 △11 △492 

自己株式の取得による支出  △465 △1 △545 

配当金の支払額  △225 △254 △448 

少数株主への配当金の支払額  △33 △17 △34 

その他  － 0 97 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,862 △1,384 △2,008 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  92 △15 170 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額  516 1,905 △584 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  8,028 7,444 8,028 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高 

※１ 8,545 9,349 7,444 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数   39社 (1)連結子会社の数   40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。 

主要な連結子会社は次のとおり

であります。 

主要な連結子会社は次のとおり

であります。 
 

㈱ホビーラホビーレ 

ユニ工業㈱ 

山形三菱鉛筆精工㈱ 

㈱ユニ 

三菱鉛筆東京販売㈱ 

三菱鉛筆関西販売㈱ 

三菱鉛筆九州販売㈱ 

三菱鉛筆北海道販売㈱ 

三菱鉛筆東北販売㈱ 

㈱永江印祥堂 

MITSUBISHI PENCIL  
CO.U.K.LTD. 

MITSUBISHI PENCIL  
VIETNAM CO.,LTD. 

台湾三菱鉛筆股份有限公司 

三菱鉛筆商務（香港） 
有限公司 
  

 
㈱ホビーラホビーレ 

ユニ工業㈱ 

山形三菱鉛筆精工㈱ 

㈱ユニ 

三菱鉛筆東京販売㈱ 

三菱鉛筆関西販売㈱ 

三菱鉛筆九州販売㈱ 

三菱鉛筆北海道販売㈱ 

三菱鉛筆東北販売㈱ 

㈱永江印祥堂 

MITSUBISHI PENCIL  
CO.U.K.LTD. 

MITSUBISHI PENCIL  
VIETNAM CO.,LTD. 

台湾三菱鉛筆股份有限公司 

三菱鉛筆商務（香港） 
有限公司 
 

 
㈱ホビーラホビーレ 

ユニ工業㈱ 

山形三菱鉛筆精工㈱ 

㈱ユニ 

三菱鉛筆東京販売㈱ 

三菱鉛筆関西販売㈱ 

三菱鉛筆九州販売㈱ 

三菱鉛筆北海道販売㈱ 

三菱鉛筆東北販売㈱ 

㈱永江印祥堂 

MITSUBISHI PENCIL  
CO.U.K.LTD. 

MITSUBISHI PENCIL  
VIETNAM CO.,LTD. 

台湾三菱鉛筆股份有限公司 

三菱鉛筆商務（香港） 
有限公司 
 

なお、新規設立した上海新華菱

文具制造有限公司を新たに連結

の範囲に含めました。 

 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 (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。 

同左 同左 

 

(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 

(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、中間純損益（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 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。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

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 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 (1)持分法適用会社の数  ４社 

（関連会社４社） （関連会社４社） （関連会社４社） 

主要な持分法適用会社は次のと

おりであります。 

 主要な持分法適用会社は次のと

おりであります。 

（関連会社） （関連会社） （関連会社） 

三菱鉛筆中部販売㈱ 三菱鉛筆中部販売㈱ 三菱鉛筆中部販売㈱ 

なお、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。 

同左 同左 

(2)持分法を適用していない非連結

子会社３社は、それぞれ中間純

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 (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。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の中間決算日等に関

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

中間決算日は、中間連結決算日

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社の中間

決算日は、12月31日であります

が、これら子会社については、

中間連結決算日に実施した決算

に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

同左 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

決算日に実施した決算に基づく

財務諸表を使用しております。
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 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 

(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 イ．有価証券 

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） 

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） 

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 

ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ 

時価法 同左 同左 

ハ．たな卸資産 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 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 

(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 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 同左 

ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 ロ．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。 

  

15



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

(3)重要な引当金の計上基準 (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 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 同左 

ロ．賞与引当金 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 同左 

ハ．  ―――――― ハ．役員賞与引当金 ハ．  ―――――― 

 連結財務諸表提出会社は、

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給

見込額の当中間連結会計期

間負担額を計上しておりま

す。 

 

ニ．返品引当金 ニ．返品引当金 ニ．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 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

ホ．退職給付引当金 ホ．退職給付引当金 ホ．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、当中間

連結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、当中

間連結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、

当中間連結会計期間は年間

償却額の２分の１を費用計

上しております。 

同左 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。 

ヘ．役員退職慰労引当金 ヘ．役員退職慰労引当金 ヘ．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、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額

を計上しております。 

同左 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。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

(4)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 (4)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 同左 

(5)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 

(5)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 

(5)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 

外貨建金銭債権債務は、中間決

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

び費用は中間決算日の直物為替

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。 

外貨建金銭債権債務は、中間決

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

び費用は中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、為替

換算調整勘定は、「純資産の

部」の「評価・換算差額等」の

「為替換算調整勘定」並びに

「少数株主持分」に含めて計上

しております。 

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。 

(6)重要なヘッジ会計の方法 (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 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 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 ロ．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 

外貨建営業債権債務、外

貨建予定取引及び借入金

の利息 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 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 同左 

ニ．ヘッジの有効性評価の方法 ニ．ヘッジの有効性評価の方法 ニ．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 

(7)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

(7)その他中間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 

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 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

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、価値の変動について

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 同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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） ―――――― 

 当中間連結会計期間より、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。これにより税金等調

整前中間純利益は164百万円減

少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表

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） ―――――― 

 当中間連結会計期間より、「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

益及び税金等調整前中間純利益

は17百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載してお

ります。 

 

20



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

―――――― 

 当中間連結会計期間より、「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43,015百万円でありま

す。 

なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期

間における中間連結貸借対照表

の純資産の部については、改正

後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

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） 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．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。 

※１．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。 

※１．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 百万円 (百万円) 

建物及び 

構築物 
1,734 (1,647) 

機械装置及び
運搬具 

1,119 (1,119) 

土地 224 (131) 

合計 3,077 (2,899) 

  

担保付債務 百万円 (百万円) 

短期借入金 816 (790) 

長期借入金 60 (54) 

合計 877 (844) 
  

 
担保資産 百万円 (百万円)

建物及び 

構築物 
1,543 (1,530)

機械装置及び
運搬具 

951 (951)

土地 202 (131)

合計 2,698 (2,614)

 

担保付債務 百万円 (百万円)

短期借入金 622 (587)

長期借入金 27 (―)

合計 650 (587)
  

 
担保資産 百万円 （百万円)

建物及び 

構築物 
1,590 (1,576)

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 百万円 (百万円)

短期借入金 803 (776)

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。 

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。 

２．債務保証 ２．債務保証 ２．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 

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 860百万円 

従業員住宅ローンに 

対する債務保証額 
187 

合計 1,047 
  

 
三菱鉛筆販売協同組合 800百万円

従業員住宅ローンに 

対する債務保証額 
152 

合計 952 
  

 
三菱鉛筆販売協同組合 800百万円

従業員住宅ローンに 

対する債務保証額 
169 

合計 969 
  

３．受取手形（輸出手形を含む） ３．受取手形（輸出手形を含む） ３．受取手形（輸出手形を含む） 
 

割引高 267百万円 
  

 
割引高 242百万円

  

 
割引高 307百万円

  
※４．    ────── ※４．    ────── ※４．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 300百万円

支払手形 20 

割引手形 23 
  

 ５．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中間連

結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。 

 ５．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中間連

結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。 

 ５．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 1,200 

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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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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。 

※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 1,413百万円

給与手当 2,705 

退職給付費用 135 

賞与引当金繰入額 151 

役員退職慰労引当金繰入額 42 

研究開発費 1,090 

減価償却費 265 
  

 
販売促進費 1,678百万円

給与手当 2,810 

退職給付費用 87 

賞与引当金繰入額 139 

役員賞与引当金繰入額 17 

役員退職慰労引当金繰入額 187 

貸倒引当金繰入額 51 

研究開発費 1,162 

減価償却費 220 
  

 
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．固定資産売却益の主要な項目は次のと

おりであります。 

※２．   ────── ※２．固定資産売却益の主要な項目は次のと

おりであります。 
 

土地売却益 12百万円 
  

    
土地売却益 30百万円

  
※３．固定資産売却及び除却損の主要な項目

は次のとおりであります。 

※３．固定資産売却及び除却損の主要な項目

は次のとおりであります。 

※３．固定資産売却及び除却損の主要な項目

は次のとおりであります。 
 

建物及び構築物売却損 50百万円
  

 
その他（有形固定資産）
除却損 

47百万円

  

 
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 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

※４．    ────── ※４．減損損失 ※４．    ────── 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間において、当社

グループ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 

北海道伊達市 遊休地 土地 2 

北海道石狩市 営業資産
建物 
土地 

100 

大分県大分市
他 

営業資産 土地及び
リース資産

49 

当社グループは、管理会計上の区分

を基準に、原則として工場資産は工

場単位、営業資産は会社単位、賃貸

用資産、遊休資産は物件単位にグル 

ーピングを行っております。また、

本社及び厚生設備等については、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。 

これらの資産グループのうち、当社

グループ従業員の厚生目的のため取

得しましたが施設の建設等に至らな

かった遊休地については、帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上

しました。 

また、過去２年及び将来キャッシュ 

・フローがマイナスと見込まれる会

社の所有する建物・土地等について

は、帳簿価額を回収可能額まで減額

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

可能額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額及び不動

産業者から入手した近隣売買価額を

もとに算出した価額により評価して

おります。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

※５．特別償却積立金の取崩し ※５．特別償却積立金の取崩し ※５．    ────── 

当中間連結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、

当中間連結会計期間に係る金額を計

算しております。 

当中間連結会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当連結会計

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

中間連結会計期間に係る金額を計算

しております。 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間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17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）
 

現金及び預金勘定 8,565百万円 

預金期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△20 

現金及び現金同等物 8,545 
  

 
現金及び預金勘定 9,366百万円

預金期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△16 

現金及び現金同等物 9,349 
  

 
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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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間増加 
株式数（株） 

当中間連結会計期間減少 
株式数（株） 

当中間連結会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式   

普通株式 34,143,146 ― ― 34,143,146

合計 34,143,146 ― ― 34,143,146

自己株式   

普通株式 2,039,767 2,479 127 2,042,119

合計 2,039,767 2,479 127 2,042,119

（注） 自己株式の株式数の増加2,479株は、単元未満株式の買取りによる増加1,118株、連結子会社が取得した自己

株式（当社株式）の当社帰属分1,021株、持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分340

株であります。また、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。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 
定時株主総会 普通株式 265 8 平成17年12月31日 平成18年３月30日

 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年８月10日 
取締役会 普通株式 265 利益剰余金 8 平成18年６月30日 平成18年８月10日
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 
 

機械装置及び
運搬具 

280 222 57 

その他 239 181 57 

合計 520 404 115 

  

 

 

取得価
額相当
額 
 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
 
(百万円)

機械装
置及び
運搬具

131 88 3 39

その他 162 126 4 30

合計 294 215 8 70

  

 

 

取得価
額相当
額 
 
(百万円) (百万円)

減価償
却累計
額相当
額 

期末残
高相当
額 
 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

286 236 49

その他 252 203 48

合計 538 440 97

  
(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等

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 58百万円 

１年超 61 

合計 119 
  

 
１年内 26百万円

１年超 52 

合計 79 

リース資産減損勘定の残高 6百万円
  

 
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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(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 48百万円 

減価償却費相当額 44 

支払利息相当額 2 
  

 
支払リース料 27百万円

リース資産減損勘定の 
取崩高 

1 

減価償却費相当額 24 

減損損失 8 

支払利息相当額 1 
  

 
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 (4) 減価償却費相当額の計算方法 

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 
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（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間）（平成17年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1）株式 3,069 9,503 6,434 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 3,069 9,503 6,434 

（注） 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原価より50％以上下落した場合

に行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 中間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 290 

利付商工債券 5 

その他 10 

合計 305 

 

（当中間連結会計期間）（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1）株式 4,031 15,273 11,242 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 4,031 15,273 11,242 

（注） 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原価より50％以上下落した場合

に行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 中間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 269 

利付商工債券 3 

その他 19 

合計 292 
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（前連結会計年度）（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1）株式 3,614 15,228 11,614 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 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原価より50％以上下落した

場合に行っております。 

２．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．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 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 291 

利付商工債券 3 

その他 19 

合計 314 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）当中間連結会計期間（自 平成18年１

月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）当中間連結会計期間（自 平成18年１

月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（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及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

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】 

（前中間連結会計期間）（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30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）

売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 24,098 2,145 1,155 27,399 － 27,399

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2,491 1,328 － 3,820 △3,820 －

計 26,590 3,473 1,155 31,219 △3,820 27,399

営業費用 25,189 3,204 1,180 29,574 △3,798 25,776

営業利益 1,401 269 △25 1,644 △21 1,622

 （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 

 

（当中間連結会計期間）（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30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）

売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 25,256 2,466 1,281 29,004 － 29,004

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2,254 1,951 － 4,205 △4,205 －

計 27,510 4,417 1,281 33,209 △4,205 29,004

営業費用 25,752 3,787 1,257 30,797 △4,238 26,558

営業利益 1,758 630 23 2,412 32 2,445

 （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、台湾、他 

(2）その他……英国、豪州、他 

３．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当中

間連結会計期間より「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。これにより当中間連結会計期間の営業費用は、日本が17百万円増加し、営業利益が同額

減少しております。 
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（前連結会計年度）（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）

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

 （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 
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【海外売上高】 

（前中間連結会計期間）（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 アメリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 3,883 6,616 10,499 

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － 27,399 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％） 14.2 24.1 38.3 

 （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．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）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。 

 

（当中間連結会計期間）（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 アメリカ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 5,278 2,810 4,250 12,338 

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － － 29,004 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％） 18.2 9.7 14.6 42.5 

 （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．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、台湾、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

高が金額的重要性が増したため「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

り前中間連結会計期間の海外売上高は次のとおりであります。 

（前中間連結会計期間）（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 アメリカ アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 3,883 2,598 4,018 10,499 

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － － 27,399 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％） 14.2 9.5 14.6 38.3 
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（前連結会計年度）（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．国又は地域は、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。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 1,171.91円 

１株当たり中間純利益 37.85円 
  

  
１株当たり純資産額 1,339.90円

１株当たり中間純利益 52.17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

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載を省略しており

ます。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、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株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

中間（当期）純利益 （百万円） 1,223 1,674 2,410 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） 4 － 32 

（うち利益処分による役員賞与金） (4) (－) (32) 

普通株式に係る中間 
（当期）純利益 

（百万円） 1,219 1,674 2,377 

期中平均株式数 （株） 32,213,996 32,102,231 32,158,978 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

純資産の部の合計額 （百万円） － 43,756 － 

純資産の部の合計額から 
控除する金額 

（百万円） － 744 － 

（うち少数株主持分） (－) (744) (－) 

普通株式に係る中間期末 
（期末）の純資産 

（百万円） － 43,012 － 

中間期末（期末）の 
普通株式の数 

（株） － 32,101,026 － 

 

 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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。 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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