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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 56,470 △2.0 5,604 15.0 5,884 7.6 3,715 16.4

18年12月期 57,607 6.7 4,872 34.8 5,466 29.9 3,192 32.5

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 115 69 ― ― 8.4 8.4 9.9

18年12月期 99 36 ― ― 7.4 7.8 8.5

（参考）持分法投資損益 19年12月期 2百万円 18年12月期 △45百万円

(2）連結財政状態

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

19年12月期 68,762 45,299 64.8 1,410 26

18年12月期 70,561 45,219 62.9 1,376 83

（参考）自己資本 19年12月期 44,564百万円 18年12月期 ―百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期 4,799 △2,540 △1,759 9,566

18年12月期 5,476 △2,049 △1,832 9,085

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 8 00 9 00 17 00 563 17.1 1.3

19年12月期 9 00 10 00 19 00 623 16.4 1.4

20年12月期（予想） 10 00 10 00 20 00 － 16.9 －

 （注）18年中間期末配当金８円は、創業120年記念配当金１円を含んでおります。

 20年中間期末配当金10円は、高級鉛筆「ｕｎｉ」発売50周年記念配当金１円を含んでおります。

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 29,000 1.6 2,700 0.3 3,100 0.7 2,000 0.0 63 29

通期 57,500 1.8 5,700 1.7 6,000 2.0 3,750 0.9 118 67
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 0社  除外 0社  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（会計方針の変更）」、18ページ「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」及び「表示方法の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 34,143,146株 18年12月期 34,143,146株

②　期末自己株式数 19年12月期 2,543,868株 18年12月期 1,925,153株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 45,061 △0.4 3,114 23.9 3,872 3.3 2,387 8.3

18年12月期 45,242 6.0 2,513 26.8 3,747 20.7 2,205 9.0

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

円 銭 円 銭

19年12月期 72 20 － －

18年12月期 66 50 － －

(2）個別財政状態

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

19年12月期 58,691 38,030 64.8 1,168 49

18年12月期 61,101 39,276 64.3 1,184 39

（参考）自己資本 19年12月期 38,030百万円 18年12月期 39,276百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 23,000 1.7 1,500 4.0 2,000 0.3 1,300 0.0 39 94

通期 46,000 2.1 3,200 2.7 3,900 0.7 2,400 0.5 73 74

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。上記の業績予想に関する事項は３ページをご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は企業収益の改善、輸出の増加、民間設備投資の伸びにより堅調に推移しまし

たが、原油、原材料価格高騰の影響やサブプライム問題により混迷する米国経済の動向など、景気に対する不安定要

因が増加しています。

　文具業界におきましては成熟した市場環境に加え、少子化や官公庁需要減少などにより競争が激化しています。そ

のため各社とも新商品の投入や様々な販促活動を行い、マーケットシェアの維持、拡大に努めています。

　このような環境において当社グループは国内外で積極的な活動を行ってまいりました。書き味の良さで高い評価を

得ているボールペン「JETSTREAM」に新製品を追加するとともに、認知度向上のため全国規模のキャンペーンを展開し

ました。シャープペンシルでは人気のアルファゲルシリーズに「シャカシャカ」を追加し、また支点スライドクリッ

プの特徴をもつ「クリフター」を投入しました。さらには実用性を高めた名前ペン「パワフルネーム」などユニーク

な新製品を発売しました。海外においても「JETSTREAM」をはじめ、偽造防止に最適なペンと評価された「uni-ball 

Signo 207」シリーズなどを軸に幅広い販売活動を繰り広げました。

　その結果当期の売上高は56,470百万円（前年同期比98.0%）となりました。国内、海外別の売上高は、国内売上高

30,998百万円（前年同期比94.9%）、海外売上高25,472百万円（前年同期比102.1%）となり、海外売上高は45.1%を占

めております。損益面では採算の良い筆記具が堅調だったため、営業利益は5,604百万円（前年同期比115.0%）、経常

利益は5,884百万円（前年同期比107.6%）、当期純利益は3,715百万円(前年同期比116.4%)といずれも過去最高となり

ました。 

②次期の見通し 

　来期の見通しといたしましては、堅調な設備投資や輸出の伸びによりわが国の景気は緩やかな拡大を維持すること

が期待されるものの、住宅関連投資の減速や身近な商品の価格上昇などが消費に与える影響が危惧されます。また、

米国景気の減速は大きな懸念材料のひとつです。

　このような経済環境のもと、来期の連結業績見通しにつきましては売上高57,500百万円、営業利益5,700百万円、経

常利益6,000百万円、当期純利益3,750百万円を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況 

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金の増加496百万円、たな卸資産の増加

929百万円となったものの、主に時価の下落により投資有価証券の減少3,293百万円等により1,798百万円減少し68,762

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、また未払法人税等の減少等により436

百万円減少し、固定負債も繰延税金負債の減少等により1,441百万円減少いたしました。

　純資産については当期純利益3,715百万円の計上による利益剰余金の増加の一方、自己株式の増加972百万円及びそ

の他有価証券評価差額金の減少2,037百万円などにより前連結会計年度末に比べ79百万円増加して45,299百万円となり

ました。また、当連結会計年度末の自己資本比率は前連結会計年度末より1.9ポイント上昇し64.8%となりました。

 ②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度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480百万円増加

し、9,566百万円となりました。

（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5,772百万円、減価償却費1,782百万円など4,799百万円（前年

同期比677百万円の減少）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は、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1,938百万円などにより2,540

百万円（前年同期比490百万円の支出の増加）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用した資金は1,759百万円（前年同期比72百万円の支出の減少）となりました。この主な使途は自己株式

取得による支出1,007百万円等であります。
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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 平成19年12月期

自己資本比率（％） 55.8 58.4 60.4 62.9 64.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
36.9 46.7 60.9 82.5 70.1

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率（％）
97.3 87.8 86.4 38.8 39.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
25.2 57.9 80.9 137.1 120.5

 （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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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、10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９円)と合わせ、当期の１株当たり配当金は19円となります。

　なお、次期の配当につきましては昭和33年に発売いたしました高級鉛筆「ｕｎｉ」が50周年を迎えることからこれ

を記念し、中間期末配当を１円増配し10円といたしたいと存じます。期末の配当予想10円と合わせ年間の配当予想は

20円となります。　

(4）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45.1％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。

三菱鉛筆㈱　（7976）　平成１９年１２月期決算短信

－ 4 －



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。 

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、前連結

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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２．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42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。

  

海 外 得 意 先 

＜海外＞ ＜国内＞ 

製品 製品 製品 製品 

国内販売 

（連結子会社） 

㈱ホビーラホビーレ 

（連結子会社） 

三菱鉛筆東京販売㈱ 
ほか７社 

（持分法適用関連会社） 

三菱鉛筆中部販売㈱ 
ほか２社 

（連結子会社） 

MITSUBISHI PENCIL CO.U.K.LTD. 
MITSUBISHI PENCIL ESPA

～
NA,S.A. 

MITSUBISHI PENCIL 
(AUSTRALIA)PTY.LTD. 
台湾三菱鉛筆股有限公司 
三菱鉛筆商務（香港）有限公司 
ほか３社 

国内販売 海外販売 

（連結子会社） 

㈱ユニ物流 

国内物流 

製品 

三 菱 鉛 筆 株 式 会 社 

製品 部品 
外注加工 

部品 

国内生産 

（連結子会社） 

ユニ工業㈱ 
㈱ユニコスモ 
㈱永江印祥堂 

国内生産 

（連結子会社） 

㈱ユニ 
山形三菱鉛筆精工㈱ 
ユニポリマー㈱ 
ほか２社 

海外生産 

（連結子会社） 

MITSUBISHI PENCIL 
VIETNAM CO.,LTD. 
深新華菱文具制造 
有限公司 
ほか５社 

国内サービス 海外サービス 

（連結子会社） 

MITSUBISHI PENCIL 
CO.(HONG KONG)LTD. 
MITSUBISHI PENCIL 
CO(S.E.A.)PTE LTD. 
ほか１社 

（連結子会社） 

ユニ産業㈱ 
ほか３社 

（非連結子会社） 

㈱新菱 
ほか１社 

製品 製品 

サービス サービス 

国 内 得 意 先 

サービス 

サービス 

部品 
金型 
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３．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取り組んでまいりました。当社の代表的な製品の一つ、高級鉛筆「uni」は昭和33年の発売以来

50年に亘って幅広くご愛用いただいておりますが、これもひとえに当社の製品ならびにブランドに対するお客様のご

信頼の賜物と考えております。これからもよりいっそうのご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）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは「世界一の筆記具メーカー」になることをグループ全体の長期ビジョンとして掲げております。こ

のビジョンのもと中期３ヵ年の計画として「筆記具事業の成長」を基本方針に、下記の活動に重点を注いでまいりま

す。

①新規市場の開拓

　当社グループの海外売上は北米を中心に欧州、アジア、中近東など、広範囲の市場にわたっています。各市場にお

ける当社製品の位置付けは様々であり、また流通体制の整備状況も国により異なります。これらの市場においてはそ

の発展段階に応じた柔軟な対応をしていきたいと考えております。一方、成熟市場の国内においては少子化の影響に

よりますます競争が激しくなるものと想像されます。そのため既存の販売チャネルを維持しつつ、合わせて成長性の

高いチャネルへアプローチすることで全体の需要確保を図っていきたいと考えております。

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に続く第二の事業の柱として力を注いでまいりました化粧品の事業がその成

果を上げつつあります。顔料分散技術やインク流出機構設計など筆記具で培った技術を応用したユニークな製品が化

粧品の分野で高く評価され、売上規模が拡大しています。また、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の売り上げが伸びつつあり、第三の柱への成長が期待され

ます。さらに顔料分散技術を利用した繊維染色用インク「uni COLOR for Textile」を開発し、環境に優しい染色技術

として注目を集めています。

③グループ全体の生産性向上

　継続的に進めております製造工程の徹底した無駄の削減やリードタイム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。また全社的な経費の削減・効率化の活動を展開し収益の向上に努めます。一方、昨今

のマーケットにおいては製品の安全性や不良品に対する関心が高く、ひとたび問題が発生すると直接的な回収等の費

用の発生のみならずお客様の信頼を失うという大きな代償を支払うことにもつながりかねません。さらなる品質向上

とともに不良事故の未然防止に努めることで見えない損失の発生を防ぎ、採算性の向上を目指します。 

(3）会社の対処すべき課題

　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、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、一定の成果を見る

に至りました。今後の課題として、いっそうの収益向上のためグループの総力を結集し売上拡大による成長を目指し

ます。主力の筆記具事業においては研究開発体制を強化し新しい製品を市場に送り出してまいります。昨今の競争の

厳しい市場においては商品のライフサイクルがますます短くなっており、開発のスピードアップは重要な課題です。

同時に、発売以来50年に亘りご愛顧をいただいております高級鉛筆「uni」のように、いつまでも安心してお使いいた

だけるよう、製品の品質と安全性の向上に努め、高い信頼性の維持を目指します。筆記具以外におきましても、保有

技術を利用し新たな事業分野として確立した化粧品事業をより一層飛躍させることに努めます。さらに、ユニークな

技術開発により成長軌道にあるカーボン事業を新たな柱の一つとして確立することなど、筆記具に続く新規事業の育

成にも資源を投下し、次なる成長の原動力にしたいと考えております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   9,096   9,592   

２．受取手形及び売掛金 ※２  15,502   15,461   

３．たな卸資産   11,102   12,031   

４．繰延税金資産   945   854   

５．その他   1,173   1,329   

貸倒引当金   △169   △142   

流動資産合計   37,650 53.4  39,126 56.9 1,476

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※３        

(1）建物及び構築物  11,547   11,574    

減価償却累計額  7,266 4,281  7,446 4,127   

(2）機械装置及び運搬具  16,864   17,202    

減価償却累計額  13,571 3,293  13,785 3,416   

(3）土地   4,454   4,548   

(4）建設仮勘定   369   438   

(5）その他  11,860   12,392    

減価償却累計額  10,356 1,503  10,893 1,498   

有形固定資産合計   13,903 19.7  14,030 20.4 126

２．無形固定資産 ※6,7  480 0.7  482 0.7 1

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  15,443   12,150   

(2）繰延税金資産   118   104   

(3）前払年金費用   2,037   1,908   

(4）その他   1,042   1,076   

貸倒引当金   △115   △116   

投資その他の資産合計   18,526 26.2  15,123 22.0 △3,402

固定資産合計   32,911 46.6  29,636 43.1 △3,274

資産合計   70,561 100.0  68,762 100.0 △1,798
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金 ※２  9,433   9,953   

２．短期借入金 ※３  1,982   1,742   

３．未払法人税等   1,404   819   

４．繰延税金負債   0   0   

５．賞与引当金   411   439   

６．役員賞与引当金   35   35   

７．返品引当金   64   56   

８．未払金   2,335   2,356   

９．その他   1,529   1,356   

流動負債合計   17,197 24.4  16,760 24.4 △436

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※３  145   133   

２．繰延税金負債   4,050   2,696   

３．退職給付引当金   3,297   3,137   

４．役員退職慰労引当金   534   606   

５．その他 ※６  117   129   

固定負債合計   8,144 11.5  6,703 9.7 △1,441

負債合計   25,341 35.9  23,463 34.1 △1,877

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   4,497 6.4  4,497 6.6  

２．資本剰余金   3,671 5.2  3,672 5.3  

３．利益剰余金   30,737 43.6  34,004 49.5  

４．自己株式   △1,403 △2.0  △2,375 △3.5  

株主資本合計   37,502 53.2  39,799 57.9 2,297

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  4,425 6.4  

２．繰延ヘッジ損益   △4 △0.0  △0 △0.0  

３．為替換算調整勘定   398 0.6  338 0.5  

評価・換算差額等合計   6,856 9.7  4,763 6.9 △2,092

Ⅲ　少数株主持分   860 1.2  735 1.1 △125

純資産合計   45,219 64.1  45,299 65.9 79

負債純資産合計   70,561 100.0  68,762 100.0 △1,798
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   57,607 100.0  56,470 100.0 △1,136

Ⅱ　売上原価 ※２  32,331 56.1  30,825 54.6 △1,506

売上総利益   25,275 43.9  25,645 45.4 369

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  20,402 35.4  20,040 35.5 △361

営業利益   4,872 8.5  5,604 9.9 731

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  39   47    

２．受取配当金  160   180    

３．受取家賃及び地代  195   185    

４．持分法による投資利益  －   2    

５．為替差益  85   －    

６．その他  313 793 1.4 127 544 1.0 △249

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  48   38    

２．持分法による投資損失  45   －    

３．売上割引  25   32    

４．シンジケートローン手数料  27   45    

５．為替差損  －   105    

６．その他  53 200 0.4 41 264 0.5 63

経常利益   5,466 9.5  5,884 10.4 417

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ －   12    

２．連結子会社所有の親会社株式
売却益

※４ 9   0    

３．関係会社株式売却益  34   －    

４．投資有価証券売却益  2   102    

５．貸倒引当金戻入益  － 47 0.1 7 123 0.2 75

         

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却及び除却損 ※５ 89   62    

２．減損損失 ※６ 167   －    

３．投資有価証券売却損  －   165    

４．投資有価証券評価損  1   3    

５．役員退職慰労金  9   3    

６．その他  4 272 0.5 － 234 0.4 △37

税金等調整前当期純利益   5,241 9.1  5,772 10.2 530

法人税、住民税及び事業税  2,138   1,782    

法人税等調整額  △196 1,941 3.4 144 1,926 3.4 △15

少数株主利益   107 0.2  130 0.2 23

当期純利益   3,192 5.5  3,715 6.6 523
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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

少数株主持分 純資産合計
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

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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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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18年12月31日　残高（百万円） 4,497 3,671 30,737 △1,403 37,502

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △573  △573

役員賞与の支給   △0  △0

当期純利益   3,715  3,715

連結子会社増加に伴う剰余金増加高   125  125

自己株式の処分  1  2 4

自己株式の取得    △1,007 △1,007

債務超過関係会社所有の親会社株式
の持分変動 

   32 32

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）

－ 1 3,267 △972 2,297

平成19年12月31日　残高（百万円） 4,497 3,672 34,004 △2,375 39,799

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

平成18年12月31日　残高（百万円） 6,462 △4 398 6,856 860 45,219

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当      △573

役員賞与の支給      △0

当期純利益      3,715

連結子会社増加に伴う剰余金増加高      125

自己株式の処分      4

自己株式の取得      △1,007

債務超過関係会社所有の親会社株式
の持分変動 

     32

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△2,037 3 △59 △2,092 △125 △2,217

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△2,037 3 △59 △2,092 △125 79

平成19年12月31日　残高（百万円） 4,425 △0 338 4,763 735 45,299
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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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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  5,241 5,772  

減価償却費  1,748 1,782  

減損損失  167 －  

貸倒引当金増加（△減少）額  63 △26  

退職給付引当金減少額  △155 △160  

前払年金費用減少額  115 129  

受取利息及び受取配当金  △199 △228  

支払利息  48 38  

為替差益  △85 －  

為替差損  － 105  

持分法による投資利益  － △2  

持分法による投資損失  45 －  

投資有価証券売却益  － △102  

投資有価証券売却損  － 165  

投資有価証券評価損  1 3  

売上債権の増加額  △439 △28  

たな卸資産の減少（△増加）額  415 △964  

仕入債務の増加（△減少）額  △268 551  

その他  294 △63  

小計  6,992 6,972 △20

利息及び配当金の受取額  199 227  

利息の支払額  △39 △39  

法人税等の支払額  △1,675 △2,361  

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,476 4,799 △677

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  △1,511 △1,938  

固定資産の売却による収入  18 11  

投資有価証券の取得による支出  △573 △642  

投資有価証券の売却等による収入  28 448  

少数株主からの株式取得による支
出 

 － △257  

貸付けによる支出  △37 △7  

貸付金の回収による収入  8 8  

その他  17 △162  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,049 △2,540 △490

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  △1,152 △208  

長期借入れによる収入  96 55  

長期借入金の返済による支出  △380 △26  

少数株主からの払込みによる収入   － 23  

自己株式の取得による支出  △5 △1,007  

自己株式の売却による収入  137 5  

配当金の支払額  △508 △573  

少数株主への配当金の支払額  △18 △28  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,832 △1,759 72

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  46 △38 △84

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  1,641 461 △1,180

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  7,444 9,085 1,641

Ⅶ　連結子会社増加による現金及び現金同
等物の増加額

 － 19 19

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 9,085 9,566 480
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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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(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、連結子会社の減少（３社）は、解散によるも

のであります。

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　 40社

主要な連結子会社は次のとおりであります。ユニ工

業㈱、山形三菱鉛筆精工㈱、ユニポリマー㈱、三菱

鉛筆東京販売㈱、三菱鉛筆関西販売㈱、MITSUBISHI 

PENCIL VIETNAM CO.,LTD.

なお、新規設立をした深圳新華菱文具制造有限公司

その他２社及び㈱ユニゼネラルサービスと合併し重

要性が増したユニ産業㈱を新たに連結の範囲に含め

ました。また、連結子会社のうち㈱ユニゼネラル

サービスはユニ産業㈱と合併し解散したため、連結

の範囲から除いております。

(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。

(2）非連結子会社の数　　２社

主要な非連結子会社は㈱新菱であります。

(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

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。

(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２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。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用会社の数　３社

主要な持分法適用会社は、三菱鉛筆中部販売㈱であ

ります。

なお、持分法適用会社の減少（１社）は、売却によ

るものであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用会社の数　３社

主要な持分法適用会社は、三菱鉛筆中部販売㈱であ

ります。

 

(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）持分法を適用していない非連結子会社２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㈱、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。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

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

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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

イ．有価証券

その他有価証券

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）

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

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ．デリバティブ

時価法

ロ．デリバティブ

同左

ハ．たな卸資産

主として、総平均法による原価法

ハ．たな卸資産

同左

(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

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。

(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

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。

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、連結財務諸表提出会社及び

国内子会社は、法人税法の改正に伴い、有形固定

資産について、改正後の法人税法に規定する償却

方法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより売上総利益は23百万円、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は31百万円減少して

おります。

なお、当中間連結会計期間は、減価償却システム

の変更に時間を要したため、従来の方法によって

おります。変更後の方法によった場合の当中間連

結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

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。

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。

ロ．無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

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。

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左

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。

ロ．賞与引当金

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

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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。

ハ．役員賞与引当金

同左

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。

ニ．返品引当金

同左

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。

ホ．退職給付引当金

同左

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。

ヘ．役員退職慰労引当金

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

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。

(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

同左

(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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

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。

(6）重要なヘッジ会計の方法

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。
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前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　為替予約取引及び金利スワップ取引

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　為替予約取引

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

ヘッジ対象 

外貨建営業債権債務及び外貨建予定取引

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。

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。

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。

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。

(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

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。

(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

同左

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。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

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。

６． 　　　　　　　　――――――

 

７． 　　　　　　　　――――――

 

７．のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、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。 

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。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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当期純利益は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

調整前当期純利益は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。

（企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月

27日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　

平成17年12月27日）を適用しております。

  ―――――― 

  ―――――― 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」

は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分

掲記することとしました。

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「投資有

価証券売却益」は△２百万円であります。
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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18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19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） 131百万円 投資有価証券（株式） 130百万円

※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 294百万円

支払手形 6

割引手形 20

受取手形 183百万円

支払手形 11

割引手形 2

※３．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。

※３．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 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

担保資産  

建物及び構築物 10百万円

土地  46

その他  10

合計  68

担保付債務  

短期借入金 144百万円

長期借入金  20

合計 164

　４．債務保証

金融機関からの借入に対しての債務保証額

　４．債務保証

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 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

三菱鉛筆販売協同組合 580百万円

従業員住宅ローン等に対する

債務保証額
 117

合計 697

　５．受取手形(輸出手形を含む)割引高 225百万円 　５．受取手形(輸出手形を含む)割引高 269百万円

※６．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

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。

※６．　　　　　　　　──────

 

※７．　　　　　　　　────── ※７．のれん

無形固定資産に含まれているのれんは33百万円であ

ります。

　８．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。

　８．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 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 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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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 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

販売促進費 3,300百万円

給与手当 5,902

退職給付費用 238

賞与引当金繰入額 168

役員賞与引当金繰入額 35

役員退職慰労引当金繰入額 80

研究開発費 2,389

減価償却費 442

※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 0百万円

一般管理費 2,419

一般管理費 2,389百万円

 

※３．　　　　　　　　────── ※３．主なものは次のとおりであります。

機械装置及び運搬具売却益 12百万円

※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。

※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。

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

機械装置及び運搬具除却損 16百万円

その他（有形固定資産）除却損  16

撤去費用  15
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前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※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。

※６．　　　　　　　　──────

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）

前連結会計年度（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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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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 1,925,153 621,467 2,752 2,543,868

合計 1,925,153 621,467 2,752 2,543,868

　（注）　自己株式の株式数の増加621,467株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加613,300株、単元未満株

式の買取りによる増加2,159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5,651株及び持分法

適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分357株であります。また、減少2,752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142株及び連結子会社が売却した自己株式（当社株式）2,610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19年３月29日

定時株主総会
普通株式 298 9 平成18年12月31日 平成19年３月30日

平成19年８月９日

取締役会
普通株式 298 9 平成19年６月30日 平成19年９月11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20年２月18日

取締役会
普通株式 325 利益剰余金 10 平成19年12月31日 平成20年３月28日

（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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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18年12月31日現在) (平成19年12月31日現在)

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

現金及び預金勘定 9,592百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △26

現金及び現金同等物 9,566
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　1．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　1．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失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)

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

 
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

77 25 6 45

その他 35 18 3 14

合計 113 43 9 59

(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

(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 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

１年内 18百万円

１年超 46

合計 65

リース資産減損勘定の残高 6百万円

(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、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 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 10

支払リース料 24百万円

リース資産減損勘定の取崩額 1

減価償却費相当額 14

支払利息相当額 2

減損損失 －

(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。

(4）減価償却費相当額の計算方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

　２．　　　　　　　　────── 　２．オペレーティング・リース

未経過リース料 

１年内 3百万円

１年超 6

合計 9
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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

 種類

前連結会計年度（平成18年12月31日） 当連結会計年度（平成19年12月31日）

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）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 3,367 14,356 10,989 3,211 10,800 7,589

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 3,367 14,356 10,989 3,211 10,800 7,589

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 799 665 △134 1,089 930 △158

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 799 665 △134 1,089 930 △158

合計 4,166 15,021 10,854 4,300 11,731 7,430

　（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、0百万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、3百万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18年１月１日　至平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自平成19年１月１日　至平成19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）

28 2 0 448 102 165

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12月31日）

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 267 267

利付商工債券 3 3

その他 19 18

合計 290 289

　（注）前連結会計年度において、その他有価証券で非上場株式について、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

種類

前連結会計年度（平成18年12月31日） 当連結会計年度（平成19年12月31日）

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）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　連結財務諸表提出会社は、輸出取引に係る為替変動リス

クに備えるため、外貨建輸出実績等を踏まえ、必要な範囲

内で為替予約取引を利用しております。また、連結財務諸

表提出会社は、変動金利支払の長期借入金の支払利息を固

定化するため、対象長期借入金の範囲にて、金利スワップ

を利用しております。これらの管理は、為替予約取引は、

経理部が海外営業部と協議しながら行っており、金利ス

ワップ取引は、経理部が行っており、その内容、金額に応

じた決裁権者による決裁を得ることとしております。また、

デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の

銀行であることから、相手先の契約不履行による信用リス

クは、ほとんどないものと判断しております。なお、デリ

バティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回

避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

　連結財務諸表提出会社は、輸出取引に係る為替変動リス

クに備えるため、外貨建輸出実績等を踏まえ、必要な範囲

内で為替予約取引を利用しております。その管理は、経理

部が海外営業部と協議しながら行っており、その内容、金

額に応じた決裁権者による決裁を得ることとしております。

また、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い

国内の銀行であることから、相手先の契約不履行による信

用リスクは、ほとんどないものと判断しております。なお、

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避

を目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年１

月１日　至　平成19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。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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

業退職金共済制度、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。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）

①　退職給付債務 （百万円） △7,513 △7,617

②　年金資産 （百万円） 7,091 6,888

③　未積立退職給付債務

　 （①＋②）
（百万円） △421 △728

④　未認識数理計算上の差異 （百万円） 791 904

⑤　未認識過去勤務債務（債務の減額） （百万円） △1,629 △1,405

⑥　連結貸借対照表計上額純額

　 （③＋④＋⑤）
（百万円） △1,259 △1,229

⑦　前払年金費用 （百万円） 2,037 1,908

⑧　退職給付引当金　 （⑥－⑦） （百万円） △3,297 △3,137

   

　（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。

３．退職給付費用に関する明細

 
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

①　勤務費用 （百万円） 319 407

②　利息費用 （百万円） 159 162

③　期待運用収益 （百万円） △142 △155

④　数理計算上の差異の費用処理額 （百万円） 248 213

⑤　過去勤務債務の費用処理額 （百万円） △223 △223

⑥　退職給付費用

　 （①＋②＋③＋④＋⑤）
（百万円） 360 404

   

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

 
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19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  

 （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  

 （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。

　（企業結合等関係）

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．結合当事企業 

　当社連結子会社である㈱ユニゼネラルサービスと当社非連結子会社であるユニ産業㈱。

　いずれの会社も当社の完全子会社であります。

２．結合対象となった事業の名称 

　筆記具及び筆記具周辺商品事業

３．企業結合の法的形式 

　㈱ユニゼネラルサービスを解散会社、ユニ産業㈱を承継会社とする吸収合併（共通支配下の取引）を行っ

ております。

４．結合後企業の名称 

　ユニ産業㈱

５．取引の目的を含む取引の概要 

イ．取引の目的

　当社グループの人事総務サービス効率化のためであります。

ロ．合併期日

　平成19年４月１日 

　なお、当社の完全子会社同士の合併でありますので、新株式の発行、資本金の増加及び、合併交付金の支

払いは行っておりません。 

６．実施した会計処理の概要 

　本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）に基づき、

共通支配下の取引として、会計処理を行っております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19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
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

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超

過額
468百万円

子会社繰越欠損金 375

未実現利益 337

役員退職慰労引当金 245

貸倒引当金損金算入限度超過額 33

たな卸資産評価損否認 113

賞与引当金 164

返品引当金 21

未払事業税 66

特定外国子会社留保金 89

その他 269

繰延税金資産小計 2,184

評価性引当額 △564

繰延税金資産合計 1,620

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △3,030

特別償却積立金 △13

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
△19

その他 △14

繰延税金負債合計 △3,359

繰延税金資産（負債）の純額 △1,738

（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 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

流動資産－繰延税金資産 854百万円

固定資産－繰延税金資産 104

流動負債－繰延税金負債 0

固定負債－繰延税金負債 2,696
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前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19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 △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

法定実効税率 40.5％

(調整)  

在外子会社等との税率差異 △6.0

税額控除 △4.9

受取配当金の連結消去による影響 2.0

税務上の繰越欠損金の利用 △0.2

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.4

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.7

評価性引当額 1.4

その他 △1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.4
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年１月１

日　至　平成19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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（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

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。
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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 47,317 5,881 3,272 56,470 － 56,470

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,962 4,061 － 10,024 △10,024 －

計 53,280 9,942 3,272 66,495 △10,024 56,470

営業費用 49,574 8,318 3,033 60,926 △10,059 50,866

営業利益 3,705 1,623 239 5,568 35 5,604

Ⅱ　資産 65,042 6,996 2,490 74,530 △5,767 68,762

　（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．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４．会計処理基準に関する事項」の「(2）重要な

減価償却資産の減価償却の方法」の「イ．有形固定資産」に記載のとおり、当連結会計年度より法人税法の

改正に伴い、有形固定資産の減価償却の方法を変更しております。これにより当連結会計年度の営業費用は、

日本が31百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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） 9,684 6,505 9,282 25,472

Ⅱ　連結売上高 （百万円） － － － 56,470

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 （％） 17.2 11.5 16.4 45.1

　（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

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高

（百万円）
役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

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。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高

（百万円）
役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

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 2,553 売掛金 765

　（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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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

１株当たり純資産額 1,410.26円

１株当たり当期純利益 115.69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18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

純資産の部の合計額 （百万円） 45,219 45,299

純資産の部の合計額から

控除する金額
（百万円） 860 735

（うち少数株主持分） (860) (735)

普通株式に係る期末の

純資産額
（百万円） 44,358 44,563

期末の普通株式の数 （株） 32,217,993 31,599,278

　（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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当期純利益 （百万円） 3,192 3,715

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 3,192 3,715

期中平均株式数 （株） 32,130,828 32,115,936

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   4,922   4,277   

２．受取手形 ※３  355   410   

３．売掛金 ※１  13,466   14,251   

４．製品   4,166   4,215   

５．半製品   451   571   

６．原材料   1,464   1,665   

７．仕掛品   857   797   

８．貯蔵品   109   115   

９．前渡金   0   2   

10．前払費用   44   45   

11．繰延税金資産   533   431   

12．未収入金 ※１  1,940   2,216   

13．短期貸付金   551   20   

14．関係会社短期貸付金   －   686   

15．未収消費税   489   565   

16．その他   56   58   

貸倒引当金   △260   △167   

流動資産合計   29,150 47.7  30,167 51.4 1,017

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  9,434   9,484    

減価償却累計額  5,970 3,464  6,166 3,318   

(2）構築物  758   755    

減価償却累計額  601 157  610 144   

(3）機械及び装置  12,008   12,395    

減価償却累計額  9,805 2,203  10,127 2,268   
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(4）車両及び運搬具  137   130    

減価償却累計額  121 15  112 18   

(5）工具器具及び備品  11,459   11,929    

減価償却累計額  10,084 1,375  10,546 1,383   

(6）土地   3,850   3,945   

(7）建設仮勘定   304   392   

有形固定資産合計   11,372 18.6  11,469 19.5 97

２．無形固定資産         

(1）営業権   37   －   

(2）のれん   －   18   

(3）特許権   3   2   

(4）借地権   15   15   

(5）ソフトウェア   153   154   

(6）電話加入権   31   31   

無形固定資産合計   241 0.4  223 0.4 △17

３．投資その他の資産         

(1） 投資有価証券   15,253   11,962   

(2） 関係会社株式   1,715   1,826   

(3） 出資金   10   10   

(4） 長期貸付金   84   83   

(5） 従業員長期貸付金   4   3   

(6） 関係会社長期貸付
金

  587   335   

(7） 破産更生債権等   50   50   

(8） 長期未収入金 ※１  623   623   

(9） 長期前払費用   151   70   

(10）前払年金費用   1,936   1,851   

(11）その他   327   397   

貸倒引当金   △407   △385   

投資その他の資産合計   20,337 33.3  16,830 28.7 △3,507

固定資産合計   31,951 52.3  28,523 48.6 △3,427

資産合計   61,101 100.0  58,691 100.0 △2,410
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※３  1,639   1,434   

２．買掛金 ※１  7,844   8,637   

３．短期借入金   780   780   

４．未払金   1,687   1,881   

５．未払費用   483   392   

６．未払法人税等   1,029   589   

７．預り金   215   234   

８．賞与引当金   265   278   

９．役員賞与引当金   35   35   

10．返品引当金   60   53   

11．設備支払手形   67   99   

12．その他   36   26   

流動負債合計   14,144 23.1  14,441 24.6 297

Ⅱ　固定負債         

１．繰延税金負債   4,007   2,668   

２．退職給付引当金   3,073   2,904   

３．役員退職慰労引当金   534   606   

４．その他   66   39   

固定負債合計   7,681 12.6  6,219 10.6 △1,461

負債合計   21,825 35.7  20,661 35.2 △1,163
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   4,497 7.3  4,497 7.7 －

２．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 5.9  3,582 6.1 0

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  824   824    

(2）その他利益剰余金         

特別償却積立金  41   20    

固定資産圧縮記帳積
立金

 412   412    

別途積立金  21,085   22,585    

繰越利益剰余金  3,137   3,448    

利益剰余金合計   25,500 41.7  27,290 46.5 1,790

４．自己株式   △753 △1.2  △1,759 △3.0 △1,006

株主資本合計   32,827 53.7  33,611 57.3 784

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  6,454 10.6  4,419 7.5 △2,034

２．繰延ヘッジ損益   △4 △0.0  △0 △0.0 3

評価・換算差額等合計   6,449 10.6  4,418 7.5 △2,030

純資産合計   39,276 64.3  38,030 64.8 △1,246

負債純資産合計   61,101 100.0  58,691 100.0 △2,410
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 ※１  45,242 100.0  45,061 100.0 △181

Ⅱ　売上原価         

１．製品期首たな卸高  4,405   4,166    

２．当期製品製造原価  22,817   23,680    

３．当期製品購入高  6,678   5,704    

計  33,900   33,551    

４．他勘定振替高 ※２ 197   199    

５．製品期末たな卸高  4,166 29,535  4,215 29,136   

６．返品引当金繰入額   60   53   

７．返品引当金戻入額   74   60   

売上原価計   29,521 65.3  29,129 64.6 △392

売上総利益   15,721 34.7  15,932 35.4 211

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※3,4  13,207 29.1  12,817 28.5 △389

営業利益   2,513 5.6  3,114 6.9 600

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  45   51    

２．受取配当金 ※１ 614   398    

３．受取家賃及び地代 ※１ 441   431    

４．為替差益  56   －    

５．その他  144 1,301 2.9 32 913 2.0 △387

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  8   9    

２．為替差損  －   63    

３．売上割引  12   9    

４．シンジケートローン手
数料

 27   45    

５．賃貸経費  14   12    

６．その他  5 67 0.2 14 156 0.3 88

経常利益   3,747 8.3  3,872 8.6 124

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  －   100    

２．貸倒引当金戻入益  21 21 0.0 17 118 0.3 97
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前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却及び除却
損

※５ 62   34    

 ２．投資有価証券売却損  －   165    

３．減損損失 ※６ 12   －    

４．投資有価証券評価損  1   －    

５．その他  6 82 0.2 － 199 0.5 117

税引前当期純利益   3,686 8.1  3,790 8.4 104

法人税、住民税及び事
業税

※７ 1,497   1,258   

法人税等調整額  △16 1,480 3.2 145 1,403 3.1 △77

当期純利益   2,205 4.9  2,387 5.3 182
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　材料費  16,038 69.8 17,098 71.6 1,059

Ⅱ　労務費  2,220 9.7 2,288 9.5 67

Ⅲ　経費 ※１ 4,705 20.5 4,506 18.9 △199

当期総製造費用  22,964 100.0 23,892 100.0 928

半製品仕掛品期首たな
卸高

 1,311  1,308   

合計  24,276  25,201  925

他勘定振替高 ※２ 150  151   

半製品仕掛品期末たな
卸高

 1,308  1,369   

当期製品製造原価  22,817  23,680  863

       

　（注）　原価計算の方法

当社の原価計算は、組別総合原価計算による実際原価計算であります。

※１．主なものは次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

 （百万円）

外注加工費 1,882

減価償却費 845

 （百万円）

外注加工費 1,854

減価償却費 849

※２．他勘定振替高の内訳

前事業年度 当事業年度

 （百万円）

販売費及び一般管理費 150

 （百万円）

販売費及び一般管理費 151
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

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
 

その他利益剰余金

利益
剰余金
合計

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
 

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

事業年度中の変動額             

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）

     △51   51 －  －

別途積立金の積立て
（注）

       1,500 △1,500 －  －

剰余金の配当　（注）         △530 △530  △530

役員賞与の支給（注）         △30 △30  △30

当期純利益         2,205 2,205  2,205

自己株式の処分   0 0       0 0

自己株式の取得           △2 △2

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

            

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 0 － △27 － 1,500 171 1,644 △2 1,641

平成18年12月31日　残高
（百万円）

4,497 3,582 0 3,582 824 41 412 21,085 3,137 25,500 △753 32,827

 
評価・換算差額等

純資産合計
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

平成17年12月31日　残高
（百万円）

6,903 － 6,903 38,089

事業年度中の変動額     

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）    △530

役員賞与の支給（注）    △30

当期純利益    2,205

自己株式の処分    0

自己株式の取得    △2

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△449 △4 △454 △454

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△449 △4 △454 1,187

平成18年12月31日　残高
（百万円）

6,454 △4 6,449 39,276

　（注）　剰余金の配当△265百万円、特別償却積立金の繰入れのうち△20百万円、特別償却積立金の取崩しのうち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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当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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

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
 

その他利益剰余金

利益
剰余金
合計

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
 

平成18年12月31日　残高
（百万円）

4,497 3,582 0 3,582 824 41 412 21,085 3,137 25,500 △753 32,827

事業年度中の変動額             

特別償却積立金の取崩し      △20   20 －  －

別途積立金の積立て        1,500 △1,500 －  －

剰余金の配当　         △596 △596  △596

当期純利益         2,387 2,387  2,387

自己株式の処分   0 0       0 0

自己株式の取得           △1,006 △1,006

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

            

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 0 － △20 － 1,500 311 1,790 △1,006 784

平成19年12月31日　残高
（百万円）

4,497 3,582 0 3,582 824 20 412 22,585 3,448 27,290 △1,759 33,611

 
評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年12月31日　残高
（百万円）

6,454 △4 6,449 39,276

事業年度中の変動額     

特別償却積立金の取崩し    －

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △596

当期純利益    2,387

自己株式の処分    0

自己株式の取得    △1,006

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△2,034 3 △2,030 △2,030

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△2,034 3 △2,030 △1,246

平成19年12月31日　残高
（百万円）

4,419 △0 4,418 38,030
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

 

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

製品・半製品・原材料及び仕掛品

総平均法による原価法

製品・半製品・原材料及び仕掛品

同左

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

定率法

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。

(1）有形固定資産

定率法

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。

（会計方針の変更）

当事業年度より、法人税法の改正に伴

い、有形固定資産について、改正後の

法人税法に規定する償却方法に基づく

減価償却の方法に変更しております。

これにより売上総利益は20百万円、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は28百万円減少しております。

なお、当中間会計期間は、減価償却シ

ステムの変更により時間を要したため、

従来の方法によっております。変更後

の方法によった場合の当中間会計期間

の損益の与える影響は軽微であります。

 

 

(2）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。

(2）無形固定資産

同左

５．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に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。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 

 

(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。

(2）賞与引当金

同左

 

 

(3）役員賞与引当金

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。

(3）役員賞与引当金

同左

 

 

(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。

(4）返品引当金

同左

 

 

(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。

(5）退職給付引当金

同左

 

 

(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、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(6）役員退職慰労引当金

同左

６．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
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

７．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。

(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。

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引及び金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

 為替予約取引

 

 

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

ヘッジ対象

 外貨建金銭債権及び外貨建予定取

引

 

 

(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。

(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。

 

 

(4）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。

(4）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。 

８．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

消費税等の処理方法

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。

消費税等の処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。

これにより税引前当期純利益は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。

 ――――――

（役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より、「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、経常利益及び税引前当期純

利益は35百万円減少しております。

 ――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「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39,281百万円で

あります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

 ――――――

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― （貸借対照表）

 １．前事業年度まで「短期貸付金」に含めて表示しており

ました「関係会社短期貸付金」は当事業年度において

資産総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。

なお、前事業年度末の「関係会社短期貸付金」は530

百万円であります。

  ２．前事業年度において「営業権」として掲記されていた

ものは、当事業年度から「のれん」と表示しておりま

す。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で資産及び負債に含まれて

いる関係会社に対する主なものは次のとおりであり

ます。

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で資産及び負債に含まれて

いる関係会社に対する主なものは次のとおりであり

ます。

売掛金 7,792百万円

未収入金 1,699

長期未収入金 620

買掛金 1,643

売掛金 8,410百万円

未収入金 1,956

長期未収入金 620

買掛金 1,791

２．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

２．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

三菱鉛筆販売協同組合 650百万円

ユニポリマー㈱ 159

MITSUBISHI PENCIL 

CO.U.K.LTD.
100

㈱ユニ 97

ユニ工業㈱ 50

その他３件 69

従業員住宅ローン等に対す

る債務保証額
141

合計 1,268

三菱鉛筆販売協同組合 580百万円

ユニポリマー㈱ 164

㈱ユニ 98

山形三菱鉛筆精工㈱ 53

その他４件  66

従業員住宅ローン等に対す

る債務保証額
117

合計 1,080

※３．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。

※３．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 9百万円

支払手形 3

受取手形 35百万円

支払手形  2

４．受取手形(輸出手形を含む)割引高 191百万円 ４．受取手形(輸出手形を含む)割引高 216百万円

５．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。

５．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 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  780

差引額  5,220
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．関係会社に係る注記

関係会社との取引に係る主なものは次のとおりであ

ります。

※１．関係会社に係る注記

関係会社との取引に係る主なものは次のとおりであ

ります。

売上高 24,326百万円

受取配当金 455

受取家賃及び地代 296

売上高 24,860百万円

受取配当金 220 

受取家賃及び地代 297 

なお、上記以外の関係会社に対する営業外収益の合

計額が、営業外収益の総額の100分の10を超過して

おり、その金額は154百万円であります。

 

※２．製品他勘定振替高の内訳 ※２．製品他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費 197百万円 販売費及び一般管理費 199百万円

※３．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。

販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

割合は、おおむね34％であります。

※３．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。

販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

割合は、おおむね34％であります。

販売促進費 2,693百万円

運賃荷造費 1,212

給与手当 2,157

退職給付費用 109

賞与引当金繰入額 103

役員賞与引当金繰入額 35

役員退職慰労引当金繰入額 231

コンピュータ費 838

研究開発費 2,384

減価償却費 355

販売促進費 2,585百万円

運賃荷造費 1,185

給与手当 2,189

退職給付費用 92

賞与引当金繰入額 110

役員賞与引当金繰入額 35

役員退職慰労引当金繰入額 80

コンピュータ費 869

研究開発費 2,347

減価償却費 346

※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費 2,384百万円 一般管理費 2,347百万円

※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。

工具器具及び備品除却損 41百万円 機械及び装置除却損 9百万円

撤去費用 15
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※６．減損損失

当事業年度において、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。

※６．　　　　　　　――――――

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をも

とに算出した価額により評価しております。

※７．租税特別措置法第66条の６ないし９の規定に基づく

特定外国子会社等の留保金額の益金算入に対する税

額が含まれております。

※７．　　　　　　　　同左
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

自己株式     

普通株式　（注） 979,440 2,002 127 981,315

合計 979,440 2,002 127 981,315

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加2,002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。

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31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）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

自己株式     

普通株式　（注） 981,315 615,459 142 1,596,632

合計 981,315 615,459 142 1,596,632

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加615,459株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加613,300株及び

単元未満株式の買取りによる増加2,159株であり、減少142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）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
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）

機械及び装置 6 5 0

車両及び
運搬具

19 10 8

工具器具及び
備品

16 14 1

合計 42 31 11

 
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）

車両及び
運搬具

15 5 10

合計 15 5 10

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 5百万円

１年超 4

合計 10

１年内 2百万円

１年超 4

合計 6

(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 22百万円

減価償却費相当額 20

支払利息相当額 0

支払リース料 6百万円

減価償却費相当額 5

支払利息相当額 0

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２． 　　　　　　　　――――――

 

 ２．オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年内 3百万円

１年超 6

合計 9

（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ので、項

目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

　同左
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（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12

月31日）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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19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
448百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 191

役員退職慰労引当金 216

賞与引当金 107

たな卸資産評価損否認 104

特定外国子会社留保金 97

その他 264

繰延税金資産小計 1,430

評価性引当額 △203

繰延税金資産合計 1,227

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △4,393

特別償却積立金 △28

固定資産圧縮記帳積立金 △280

繰延税金負債合計 △4,701

繰延税金資産（負債）の純額 △3,474

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超

過額
426百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 162

役員退職慰労引当金 245

賞与引当金 112

たな卸資産評価損否認 94

特定外国子会社留保金 89

その他 203

繰延税金資産小計 1,335

評価性引当額 △256

繰延税金資産合計 1,078

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △3,008

特別償却積立金 △13

固定資産圧縮記帳積立金 △280

 その他 △13

繰延税金負債合計 △3,316

繰延税金資産（負債）の純額 △2,237

（注）　当事業年度における繰延税金資産（負債）

の純額は、貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。

（注）　当事業年度における繰延税金資産（負債）

の純額は、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 533百万円

固定負債－繰延税金負債 4,007

流動資産－繰延税金資産 431百万円

固定負債－繰延税金負債 2,668

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効率の100分の５以下であるた

め、記載を省略しております。

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）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
3.5

税額控除 △7.2

住民税均等割 0.3

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△1.0

評価性引当額 1.4

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
36.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 1,184.39円

１株当たり当期純利益 66.50円

１株当たり純資産額 1,168.49円

１株当たり当期純利益 72.20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。

 
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

純資産の部の合計額 （百万円） 39,276 38,030

純資産の部の合計額から

控除する金額
（百万円） － －

普通株式に係る期末の

純資産額
（百万円） 39,276 38,030

１株当たり純資産額の

算定に用いられた

期末の普通株式の数

（株） 33,161,831 32,546,514

　（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。

 
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当期純利益 （百万円） 2,205 2,387

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 2,205 2,387

期中平均株式数 （株） 33,162,800 33,064,925

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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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６．その他
(1）役員の異動（平成20年３月27日）

 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

　 新任取締役候補（重任候補は除いております。）

 　取締役　小倉紀郎　（現　品質保証部部長）

　 退任予定取締役

取締役　小林　道　（現　常務取締役 技術統轄）

　 新任監査役候補

 　（非常勤）社外監査役　松本　傳

　 退任予定監査役

（非常勤）社外監査役　加賀昌之

(2）その他

　該当事項はありません。 
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