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１． 18 年 12 月期の連結業績（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 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 12 月期 
17 年 12 月期 

57,607  
53,981  

6.7 
△3.4 

4,872 
3,615 

34.8 
3.2 

5,466  
4,207  

29.9 
12.4 

 

 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

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

経常利益率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 
17 年 12 月期 

3,192  
2,410  

32.5
△0.5

99.
73.
36 
93

――― 
―――

7.4 
6.1 

  7.8 
  6.3 

  9.5 
  7.8 

(注)①持分法投資損益 18 年 12 月期 △45 百万円 17 年 12 月期 △23 百万円 
    ②期中平均株式数(連結)  18 年 12 月期 32,130,828 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、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                                  （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 12 月期 
17 年 12 月期 

70,561  
69,329  

45,219 
41,888 

62.9  
60.4  

1,376.
1,303.

83 
86 

(注)期末発行済株式数（連結） 18 年 12 月期 32,217,993 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 12 月期 
17 年 12 月期 

5,476  
4,266  

△2,049 
△3,014 

△1,832  
△2,008  

9,085 
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    37 社 持分法適用非連結子会社数   －社 持分法適用関連会社数   3 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)    3 社    持分法 (新規)   －社 (除外)    1 社 

 
２．19 年 12 月期の連結業績予想（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日）       （百万円未満切捨て） 

 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 

30,000  
59,000  

2,900  
5,800  

1,800  
3,400  

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 105 円 53 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40社及び関連会社３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あたり、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120年の歴史の中で

製品の品質向上を意味するのみならず、開発・生産から販売にいたるまであらゆる業務・サービスにおいて最高

の品質を追求するグループ共通の基本理念として引き継がれて参りました。今後ともお客様から当社の商品、ブ

ランドによりいっそうの信頼をいただくため、この伝統ある「理念」を守り、さらなる「品質向上」につとめて

まいります。 

 

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、９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８円。創業120年記念配当１円を含む。)と合わせ、当期の１株当たり配

当金は17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】 

当社グループは長期のビジョンとして「世界一の筆記具メーカー」になることを目指しております。創業121

年目を迎え、新たな３ヵ年計画として「筆記具事業の成長」を基本方針に「コア事業への集中とコア事業からの

再成長」を目標として下記の活動に重点を注いでまいります。 

(1）新製品開発と新規市場開拓の強化 

売上構成比の高い国内および北米市場においては新たな消費者ニーズに応える筆記具新製品の導入によりさ

らなる成長を目指します。一方その他の市場におきましては販売・物流体制の基盤整備を進めるとともに、そ

れぞれの地域に根ざした販売活動を推進し売り上げの増進に努めてまいります。 

(2）新規事業の育成強化 

当社グループの中核事業である筆記具事業に続く第二の事業の柱を構築すべく新規事業の育成に資源を投入

してまいります。顔料分散技術やインク流出機構技術などを応用した化粧品や、当社独自のニューカーボン製

造技術「PFCT(Plastic Formed Carbon Technology)」を応用した各種カーボン製品など、当社グループが筆記

具製品開発において長年培ってきた保有技術を活用した新規事業の育成を一層強化してまいります。 

(3）グループ全体の生産性向上 

生産部門におきましては製造工程の徹底した無駄の削減やリードタイムの短縮などの生産性改善活動を強化

し一層の製造コスト低減を目指します。販売部門におきましては流通環境変化に対応した販売施策の見直し、

収益性の高い自社製造筆記具の販売強化による販売の生産性向上につとめます。また、本社部門におきまして

も各種業務の見直し、最適組織編成による効率化を進めます。また、保有資産につきましては今後の成長に向

けた有効活用により、資産効率を高めてまいります。 

 

５【会社の対処すべき課題】 

当連結会計年度までの中期経営計画におきまして、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。その施策として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
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至りました。さらに当連結会計年度におきましては新製品の投入効果などにより売上の増加を達成し、増収増益

の成果をあげることができました。今後の課題といたしましては一層の収益向上のためにさらなる新製品の開

発・投入、新市場の開拓ならびに新規事業の強化により、次の段階へ向けた成長軌道を確かなものにすることで

あると考えております。 

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 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善にともなう堅調な設備投資に加え、雇用環境の改善

による個人消費回復にも支えられ、緩やかな回復を示しました。しかしながら、原油価格高騰による原材料価

格の上昇、金利の上昇などの影響が懸念され企業を取り巻く環境は不透明な状況で推移いたしました。 

文具業界におきましては市場の成熟化に加え、官公庁等の法人需要減退など厳しい市場環境にあり、各社と

も新製品の投入、各種販売促進策の実施によりマーケットシェアの維持・拡大を目指しております。 

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。 

その結果当期の連結売上高は57,607百万円(前年同期比106.7%)となりました。主力の筆記具では「大人の塗

り絵」「写本」ブームにより「鉛筆」の売上が増加しました。また、海外市場向けのノック式ゲルボールペン

「UMN-207」が北米を中心に躍進しました。新感覚グリップを搭載したアルファゲルシリーズのスリムな新製

品「807」が好評を博し、さらには革新的な書き味の新ボールペン「JETSTREAM」が日本経済新聞優秀製品賞受

賞を初め、多方面で注目を集めました。新規事業分野である化粧品がメークアップ用品を中心に、またカーボ

ン製品も大きく売り上げを伸ばしました。一方損益の状況につきましては売上の増加に加え、引き続き海外か

らの部材調達推進による原価低減を進めた結果、経常利益は5,466百万円（前年同期比129.9％）と増加、また

当期純利益は3,192百万円(前年同期比132.5％)といずれも過去最高を更新しました。 

(2）来期の見通し 

今後の見通しといたしましては引き続き輸出企業に有利な為替の状況、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、所得状況改善による個人消費の伸長により、日本経済は底堅く推移するものと思われ

ます。このような経済環境のもと、創業121年を新たな成長の第一歩として、新製品開発、新市場開拓を通し

た売上増加とグループ全体の生産性向上により増収・増益を目指します。 

来期の連結業績見通しにつきましては連結売上高59,000百万円、経常利益5,800百万円、当期純利益3,400百

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1,606百万円、有形固定

資産の減少459百万円等により1,231百万円増加し70,561百万円となりました。 

また、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848百万円減少

し、固定負債も繰延税金負債の減少等により497百万円減少いたしました。 

純資産については当期純利益3,192百万円の計上による利益剰余金の増加の一方、配当による508百万円の減

少などにより前連結会計年度末に比べ2,578百万円増加して45,219百万円となりました。また、当連結会計期

間末の自己資本比率は前連結会計年度末より2.5ポイント上昇し62.9%となりました。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当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1,641

百万円増加し、9,085百万円となりました。 

（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5,241百万円、減価償却費1,748百万円などにより

5,476百万円（前年同期比1,210百万円の増加）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、おもに生産設備増強を目的とした固定資産の取得による支出1,511百万円など

により2,049百万円（前年同期比964百万円の支出の減少）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1,832百万円（前年同期比175百万円の支出の減少）となりました。この主な使途

は短期借入金の返済1,152百万円等であります。 
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 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15年 

12月期 

平成16年 

12月期 

平成17年 

12月期 

平成18年 

12月期 

自己資本比率 (％) 55.8 58.4 60.4 62.9 

時価ベースの自己資本比率 (％) 36.9 46.7 60.9 82.5 

債務償還年数 (年) 1.0 0.9 0.9 0.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 25.2 57.9 80.9 137.1 

（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

ローを使用しています。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、利払いについては、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。 

 

３【事業等のリスク】 

 当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには下記のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 

(1）為替等の変動 

当社グループの売上の43.3％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

がり、当社グループの業績及び財務状況に影響を与え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。 

(3）情報システム 

当社グループは重要な情報の紛失、誤用、改ざん等を防止するため、情報システムに対して適切なセキュリ

ティ対策を実施しております。しかしながら、停電、災害、ソフトウェアや情報機器の欠陥、コンピューター

ウィルスの感染、不正アクセス等予測の範囲を超える事柄により、情報システムの崩壊、停止、一時的な混乱、

内部情報の消失、改ざんなどのリスクがあります。このような事象が営業活動に支障を生じさせた場合、当社

グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

(4）海外事業 

当社グループはアジア、オセアニア、欧米において、製造ならびに販売の事業を展開しております。当社グ

ループとしましては、そのリスクを事前に察知し対処するよう取り組んでおりますが、予期できない政治的・

経済的要因による変動、租税制度、法律・規制などの改正、テロ・戦争の勃発による社会的混乱などの発生に

より、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 
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(5）保有資産 

当社グループは、長期的な取引関係の維持などを目的として有価証券を保有しております。有価証券市場の

大幅な下落、当該企業の財政状況の悪化などにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

また、当連結会計年度から固定資産の減損会計を適用し、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき適切な

減損処理を行っております。しかしながら、今後更なる地価の下落や事業環境の変化による新たな減損の発生

は、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 
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１【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17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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  7,489  9,096 
２．受取手形及び売掛金 ※２ 14,964  15,502 
３．たな卸資産  11,390  11,102 
４．繰延税金資産  833  945 
５．その他  1,088  1,173 
貸倒引当金  △164  △169 

流動資産合計  35,601 51.4  37,650 53.4
Ⅱ 固定資産    
１．有形固定資産    
(1）建物及び構築物 ※５ 11,559 11,547  
減価償却累計額  7,006 4,553 7,266 4,281 

(2）機械装置及び運搬具 ※５ 17,908 16,864  
減価償却累計額  14,449 3,458 13,571 3,293 

(3）土地 ※５ 4,525  4,454 
(4）建設仮勘定  428  369 
(5）その他  11,928 11,860  
減価償却累計額  10,531 1,397 10,356 1,503 

有形固定資産合計  14,363 20.7  13,903 19.7
２．無形固定資産 ※８ 461 0.7  480 0.7
３．投資その他の資産    
(1）投資有価証券 ※１ 15,651  15,443 
(2）繰延税金資産  109  118 
(3）前払年金費用  2,153  2,037 
(4）その他  1,043  1,042 
貸倒引当金  △56  △115 

投資その他の資産合計  18,902 27.2  18,526 26.2

固定資産合計  33,727 48.6  32,911 46.6

資産合計  69,329 100.0  70,561 100.0
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前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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
（％）

（負債の部）    
Ⅰ 流動負債    
１．支払手形及び買掛金 ※２ 9,565  9,433 
２．短期借入金 ※５ 3,563  1,982 
３．未払法人税等  934  1,404 
４．繰延税金負債  2  0 
５．賞与引当金  363  411 
６．役員賞与引当金  －  35 
７．返品引当金  78  64 
８．未払金  2,247  2,335 
９．その他  1,290  1,529 

流動負債合計  18,045 26.0  17,197 24.4
Ⅱ 固定負債    
１．長期借入金 ※５ 122  145 
２．繰延税金負債  4,447  4,050 
３．退職給付引当金  3,450  3,297 
４．役員退職慰労引当金  329  534 
５．その他 ※1,8 292  117 

固定負債合計  8,642 12.5  8,144 11.5

負債合計  26,688 38.5  25,341 35.9
    
（少数株主持分）    
少数株主持分  753 1.1  － －

（資本の部）    
Ⅰ 資本金 ※３ 4,497 6.5  － －
Ⅱ 資本剰余金  3,612 5.2  － －
Ⅲ 利益剰余金  28,064 40.4  － －
Ⅳ その他有価証券評価差額金  6,907 10.0  － －
Ⅴ 為替換算調整勘定  287 0.4  － －
Ⅵ 自己株式 ※４ △1,481 △2.1  － －

資本合計  41,888 60.4  － －
負債、少数株主持分及び資本 
合計 

 69,329 100.0  － －

    
（純資産の部）    
Ⅰ 株主資本    
１．資本金  － －  4,497 6.4
２．資本剰余金  － －  3,671 5.2
３．利益剰余金  － －  30,737 43.6
４．自己株式  － －  △1,403 △2.0

株主資本合計  － －  37,502 53.2
Ⅱ 評価・換算差額等    
１．その他有価証券評価差額金  － －  6,462 9.1
２．繰延ヘッジ損益  － －  △4 △0.0
３．為替換算調整勘定  － －  398 0.6

評価・換算差額等合計  － －  6,856 9.7
Ⅲ 少数株主持分  － －  860 1.2

純資産合計  － －  45,219 64.1

負債純資産合計  － －  70,561 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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  53,981 100.0  57,607 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 31,055 57.5  32,331 56.1

売上総利益  22,926 42.5  25,275 43.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 19,310 35.8  20,402 35.4

営業利益  3,615 6.7  4,872 8.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  24 39  

２．受取配当金  116 160  

３．受取家賃及び地代  115 195  

４．為替差益  246 85  

５．その他  297 800 1.5 313 793 1.4

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  55 48  

２．持分法による投資損失  23 45  

３．売上割引  41 25  

４．シンジケートローン手数料  27 27  

５．その他  62 209 0.4 53 200 0.4

経常利益  4,207 7.8  5,466 9.5

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※３ 35 －  

２．連結子会社所有の親会社株式
売却益 

※４ － 9  

３．関係会社株式売却益  － 34  

４．投資有価証券売却益  6 2  

５．貸倒引当金戻入益  22 64 0.1 － 47 0.1

    

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却及び除却損 ※５ 117 89  

２．減損損失 ※６ － 167  

３．投資有価証券評価損  10 1  

４．役員退職慰労金  54 9  

５．その他  － 182 0.3 4 272 0.5

税金等調整前当期純利益  4,089 7.6  5,241 9.1

法人税、住民税及び事業税  1,415 2,138  

法人税等調整額  17 1,432 2.6 △196 1,941 3.4

少数株主利益  246 0.5  107 0.2

当期純利益  2,410 4.5  3,192 5.5
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③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

  
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） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,606 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

自己株式処分差益  5 5 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   3,612 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   26,135 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  当期純利益  2,410 2,410 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  448  

２．役員賞与  32 481 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   28,064 

    

 

 10



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31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

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △508  △508

役員賞与の支給 △30  △30

当期純利益 3,192  3,192

持分法適用会社減少による 
剰余金増加高 

18  18

自己株式の処分 58 88 147

自己株式の取得 △9 △9

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円）

－ 58 2,672 78 2,809

平成18年12月31日 残高 
（百万円）

4,497 3,671 30,737 △1,403 37,502

      
 

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

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当   △508

役員賞与の支給   △30

当期純利益   3,192

持分法適用会社減少による 
剰余金増加高 

  18

自己株式の処分   147

自己株式の取得   △9

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△445 △4 110 △339 107 △231

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円）

△445 △4 110 △339 107 2,578

平成18年12月31日 残高 
（百万円）

6,462 △4 398 6,856 860 45,219
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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17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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  4,089 5,241 

減価償却費  1,824 1,748 

減損損失  － 167 

貸倒引当金増加（△減少）額  △185 63 

退職給付引当金減少額  △156 △155 

前払年金費用減少額  204 115 

受取利息及び受取配当金  △141 △199 

支払利息  55 48 

為替差益  △246 △85 

持分法による投資損失  23 45 

投資有価証券評価損  10 1 

売上債権の増加額  △386 △439 

たな卸資産の減少額  374 415 

仕入債務の減少額  △747 △268 

その他  288 294 

小計  5,003 6,992 

利息及び配当金の受取額  146 199 

利息の支払額  △52 △39 

法人税等の支払額  △831 △1,675 

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,266 5,476 

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  △2,708 △1,511 

固定資産の売却による収入  300 18 

投資有価証券の取得による支出  △608 △573 

投資有価証券の売却等による収入  52 28 

貸付けによる支出  △30 △37 

貸付金の回収による収入  15 8 

その他  △35 17 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,014 △2,049 

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  △671 △1,152 

長期借入れによる収入  87 96 

長期借入金の返済による支出  △492 △380 

自己株式の取得による支出  △545 △5 

自己株式の売却による収入  97 137 

配当金の支払額  △448 △508 

少数株主への配当金の支払額  △34 △18 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,008 △1,832 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  170 46 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △584 1,641 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  8,028 7,444 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,444 9,085 
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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17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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   40社 (1）連結子会社の数   37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。 

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、連結子会社の減少（３社）は、解散による

ものであります。 

(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 

(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 ３社 

持分法適用会社名は、「第１ 企業の概況」の

４．関係会社の状況に記載しているため省略しま

した。 

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。 

なお、持分法適用会社の減少（１社）は、売却に

よるものであります。 

(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。 

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㈱、三菱鉛筆中国販売㈱の８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。 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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）

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） 

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．        ────── ハ．役員賞与引当金 

 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、支給見込額に基づ

き計上しております。 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

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 

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 

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。 

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、外貨換算差額は、「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。 

(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 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

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 

 

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．        ────── 

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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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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純利益は167

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） 

 当連結会計年度より、「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

金等調整前純利益は35百万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。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「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44,363百万円

であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。
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表示方法の変更 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18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） 108百万円

固定負債「その他」（持分法
適用に伴う負債） 

45 

  

 
投資有価証券（株式） 131百万円

  

※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 300百万円

支払手形 20 

割引手形 23 
  

 
受取手形 294百万円

支払手形 6 

割引手形 20 
  

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

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．        ────── 

 
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 1,590百万円(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   )
  

 
担保資産 

建物及び構築物 12百万円 

土地 70    

その他 17    

合計 100    

担保付債務 

短期借入金 38百万円 

長期借入金 24    

合計 62 
  

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 

169 

合計 969 
  

 
三菱鉛筆販売協同組合 650百万円

従業員住宅ローン等に対する 

債務保証額 

141 

合計 791 
   

 ７．受取手形(輸出手形を含む)割引高 307百万円
  

 
 ７．受取手形(輸出手形を含む)割引高 225百万円
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前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18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。 

固定負債の「その他」に含めている連結調整勘定

は２百万円であります。 

無形固定資産に含まれている連結調整勘定は６百

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 1,200 

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 
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（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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 2,811百万円

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 
  

 
販売促進費 3,394百万円

給与手当 5,741 

退職給付費用 158 

賞与引当金繰入額 162 

役員賞与引当金繰入額 35 

役員退職慰労引当金繰入額 231 

研究開発費 2,419 

減価償却費 468 
  

※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 
 

当期製造費用 6百万円

一般管理費 2,179 
  

 
当期製造費用 0百万円

一般管理費 2,419 
  

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

土地売却益 30百万円
  

   

※４．        ────── ※４．連結子会社所有の親会社株式売却益は、少数株主

持分相当額であります。 

※５．主なものは次のとおりであります。 ※５．主なものは次のとおりであります。 
 

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 
  

 
機械装置及び運搬具除却損 10百万円

その他（有形固定資産）除却損 62 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※６．        ────── ※６．減損損失 
   当連結会計年度において、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 

51 

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、連結財務諸表提出

会社の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。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、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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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31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）

当連結会計年度 
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
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 4,384 118,998 1,925,153 

合計 2,039,767 4,384 118,998 1,925,153 

（注） 自己株式の株式数の増加4,384株は、単元未満株式の買取りによる増加2,002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1,824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558株であり

ます。また、減少118,998株は、単元未満株主からの売渡請求に応じたことによる減少127株、連結子会社が売却した

自己株式（当社株式）76,271株、持分法適用会社が売却した自己株式（当社株式）の当社帰属分42,600株であります。 

 

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31日

平成18年８月10日 
取締役会 

普通株式 265 8 平成18年６月30日 平成18年９月12日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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19年３月29日 
定時株主総会 

普通株式 298 利益剰余金 9 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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（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17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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17年12月31日現在) (平成18年12月31日現在)
 

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 
  

 
現金及び預金勘定 9,096百万円

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 9,085 
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（リース取引関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 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 

 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、減損損失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） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

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

  

 

 
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）

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 

74 34 6 33

その他 68 43 3 22

合計 143 77 9 56

  
(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等 

未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 40百万円

１年超 59 

合計 100 
  

 
１年内 20百万円

１年超 45 

合計 65 

リース資産減損勘定の残高 8百万円
  

(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 
 

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 
  

 
支払リース料 43百万円

リース資産減損勘定の取崩額 2 

減価償却費相当額 36 

支払利息相当額 2 

減損損失 9 
  

(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 
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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17年12月31日） 当連結会計年度（平成18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 3,584 15,200 11,615 3,367 14,356 10,989

(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 3,584 15,200 11,615 3,367 14,356 10,989

(1）株式 29 28 △1 799 665 △134

(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 29 28 △1 799 665 △134

合計 3,614 15,228 11,614 4,166 15,021 10,854

 （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．前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。 

３．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、0百万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17年１月１日 至平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成18年１月１日 至平成18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） 

52 6 － 28 2 0

 

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17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18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 291 267 

利付商工債券 3 3 

その他 19 19 

合計 314 290 

 （注）当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、1百万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17年12月31日） 当連結会計年度（平成18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 3 － － － 3 － － －

合計 3 － － － 3 － － －

 

（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため、記載を省略しております。 

 

（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。 

 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

① 退職給付債務 （百万円） △7,303 △7,513 

② 年金資産 （百万円） 6,473 7,091 

③ 未積立退職給付債務 
  （①＋②） 

（百万円） △829 △421 

④ 未認識数理計算上の差異 （百万円） 1,385 791 

⑤ 未認識過去勤務債務（債務の減額） （百万円） △1,852 △1,629 

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 
  （③＋④＋⑤） 

（百万円） △1,297 △1,259 

⑦ 前払年金費用 （百万円） 2,153 2,037 

⑧ 退職給付引当金  （⑥－⑦） （百万円） △3,450 △3,297 

   

 （注）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。 
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３．退職給付費用に関する明細 

 
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）

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日）

① 勤務費用 （百万円） 294 319 

② 利息費用 （百万円） 162 159 

③ 期待運用収益 （百万円） △124 △142 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 （百万円） 317 248 

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 （百万円） △198 △223 

⑥ 退職給付費用 
  （①＋②＋③＋④＋⑤） 

（百万円） 452 360 

   

 （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。 

 

 

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17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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。） 

同左 

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。） 

同左 

 

（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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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18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 

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（負債）の純額 △3,506 
  

 
繰延税金資産 

退職給付引当金損金算入限度超
過額 

509百万円

子会社繰越欠損金 238 

未実現利益 318 

役員退職慰労引当金 216 

貸倒引当金損金算入限度超過額 52 

たな卸資産評価損否認 120 

賞与引当金 154 

返品引当金 24 

未払事業税 115 

特定外国子会社留保金 97 

その他 290 

繰延税金資産小計 2,139 

評価性引当額 △334 

繰延税金資産合計 1,804 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △4,396 

特別償却積立金 △28 

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 

△48 

その他 △37 

繰延税金負債合計 △4,790 

繰延税金資産（負債）の純額 △2,986 
  

（注） 当連結会計年度における繰延税金資産

（負債）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

（負債）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 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 
  

 
流動資産－繰延税金資産 945百万円

固定資産－繰延税金資産 118 

流動負債－繰延税金負債 0 

固定負債－繰延税金負債 4,050 
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前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18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 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 
  

 
法定実効税率 40.5％

(調整)  

在外子会社等との税率差異 △5.7 

税額控除 △6.0 

受取配当金の連結消去による影響 3.7 

税務上の繰越欠損金の利用 △1.1 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

2.6 

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△0.9 

評価性引当額 1.3 

その他 2.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.0 
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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17年１月１日 至 平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年１

月１日 至 平成18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 

 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18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 49,234 5,542 2,830 57,607 － 57,607

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

4,388 4,104 － 8,493 △8,493 －

計 53,623 9,647 2,830 66,100 △8,493 57,607

営業費用 50,566 8,046 2,767 61,380 △8,646 52,734

営業利益 3,056 1,600 62 4,719 153 4,872

Ⅱ 資産 67,372 5,759 1,866 74,998 △4,437 70,561

 （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 
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３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。これにより当連結会計年度の営業費用は、日本が35百万円増加し、

営業利益が同額減少しております。 

 

 

【海外売上高】 

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。 

 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18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） 10,335 6,033 8,569 24,937 

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － － 57,607 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％） 17.9 10.5 14.9 43.3 

 （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、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。 
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【関連当事者との取引】 

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）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。 

 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18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 2,774 売掛金 882

 （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17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 

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

  

 

１株当たり純資産額 1,376.83円

１株当たり当期純利益 99.36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）１．１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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

純資産の部の合計額 （百万円） － 45,219 

純資産の部の合計額から 
控除する金額 

（百万円） － 860 

（うち少数株主持分） (－) (860) 

普通株式に係る期末の 
純資産額 

（百万円） － 44,358 

期末の普通株式の数 （株） － 32,217,993 

 

 （注）２．１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17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当期純利益 （百万円） 2,410 3,192 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） 32 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （32） （－）

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 2,377 3,192 

期中平均株式数 （株） 32,158,978 32,130,828 

 

（重要な後発事象） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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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