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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年12月期 80,077 △4.6 6,643 △13.6 5,049 △31.9 1,075 △72.7

19年12月期 83,930 4.1 7,692 22.8 7,414 70.5 3,937 133.8

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 ％ ％ ％

20年12月期 4,661.91 4,633.31 3.6 6.3 8.3
19年12月期 85,006.63 84,350.30 12.5 8.7 9.2

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

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

20年12月期 75,439 27,690 35.8 117,155.96
19年12月期 85,694 33,825 38.5 714,148.31

（参考） 自己資本   20年12月期  27,036百万円 19年12月期  33,021百万円

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

20年12月期 4,459 △2,810 △1,320 4,512
19年12月期 5,458 △1,853 △2,495 5,510

2.  配当の状況 

（注）19年12月期期末配当金の内訳 普通配当6,500円 記念配当2,000円  

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） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年12月期 ― 3,500.00 ― 8,500.00 12,000.00 554 14.1 1.8
20年12月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 461 42.9 1.5

21年12月期 
（予想）

― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 ――― 230.8 ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

(注) 第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、現時点において見通しが未定となっております。  

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

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 72,000 △10.1 2,700 △59.4 300 △94.1 200 △81.4 866.65



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  

(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） 

(注)詳細は、18ページ「４ 会計処理基準に関する事項 (3)重要な引当金の計上基準」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(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、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 0 社 （ 社名 ） 除外 1 社 （ 社名 パイロットプレシジョン株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  234,072株 19年12月期  46,814株

② 期末自己株式数 20年12月期  3,297株 19年12月期  575株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

20年12月期 55,419 △1.5 791 △68.7 1,299 △61.1 432 △77.1

19年12月期 56,273 5.7 2,530 47.5 3,340 46.7 1,893 117.5

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

円 銭 円 銭

20年12月期 1,875.48 1,863.98
19年12月期 40,985.82 40,669.37

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

20年12月期 61,596 21,782 35.4 94,389.89
19年12月期 60,067 22,948 38.2 496,302.02

（参考） 自己資本 20年12月期  21,782百万円 19年12月期  22,948百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は様々な要因により記載の数値と異なる可能性があります。業績予
想に関する事項は、５ページ「２次期の見通し」をご覧ください。 
平成20年１月１日を効力発生日として、１：５の株式分割を実施しております。平成19年12月期までの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、１
株当たり純資産、１株当たり配当金につきましては、株式分割前の株式数により算定しております。 
第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、第１四半期の決算発表時にお知らせいたす予定です。  

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

第2四半期累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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、原油等資源価格の高騰に翻弄された上半期と、米国金融危機の直

撃が実体経済にまで波及し始めた下半期とでは明らかに異なり、貿易依存度の高い産業構造の弱点が露出す

る形となりました。また、為替・株式相場の大幅な変動も伴った収益の縮減から、企業は設備投資や人件費

の抑制策にも踏み込まざるを得ず、国内経済の情勢はかつてなく厳しい状況となりました。 

世界経済におきましても、各国で金融の機能不全に対する施策は講じられましたが、景気の底割れ懸念を

残すものとなりました。同時に、資源価格等の反落や資金調達難で市場の流動性が損なわれ、新興諸国を含

む国や地域の成長は低下して、世界経済の牽引役が不在となりました。 

国内外の筆記具・文具業界におきましても、当期、世界経済の混乱から商品市場の活力は奪われ、在庫調

整の圧力も強まるなかで、高い品質と機能性・新規性を具備した商品が生き残る、本来の市場原理に沿った

動きが鮮明になってまいりました。 

このような情勢下で、当社は創業以来、平成20（2008）年をもちまして90周年を迎え、また同年７月１日

には子会社のパイロットプレシジョン株式会社を吸収合併して、当社グループの総合力を高めるための基盤

整備を推進いたしました。現在は、当社グループの経営の基本方針であります「顧客主義」を原点に据え、

主力の筆記具事業を中心に「書く、を支える。」をテーマとして、来る創業100周年を目指しスタートを切っ

ております。 

このような状況にあり、当社グループは、当第３四半期業績までほぼ順調に推移いたしましたが、その後、

国内外とも市況の大幅な悪化が予想されましたことから、通期業績予想の修正を余儀なくされました。 

以上により、当期連結売上高は800億77百万円（前年同期比4.6％減）となりました。商況を国内外別に分

けてみますと、国内市場における当期連結売上高は292億７百万円（前年同期比4.5％減）となり、海外市場

における当期連結売上高は508億69百万円（前年同期比4.6％減）となりました。 

また当期の損益面につきましては、連結営業利益は66億43百万円（前年同期比13.6％減）、連結経常利益は

50億49百万円（前年同期比31.9％減）となりました。連結当期純利益は、10億75百万円（前年同期比72.7％

減）となりました。 

 

事業別の状況は、次のとおりです。 

(ア)スティショナリー用品事業 

ⅰ．国内営業の状況 

当連結会計年度、国内の筆記具・文具市場におきまして、有力メーカー各社は新規・技術開発商品の

導入を課題とするなかで、流通面では減少する小売店舗の売場面積は増床傾向にありましたものの、市

場全般の需要減退や消費の鈍化は免れず、特に下半期に至り急速な景気悪化の煽りから、一段と不透明

な商況が続きました。 

その中で、当期の国内営業の状況につきましては、伝統の万年筆「カスタム」シリーズをはじめ、主

力製商品でありますリフトクリップ搭載のボールペン・シャープペンシル「オプト（opt.）」や、多色ボ

ールペン「フィード」シリーズ、選べる多色ゲルインキボールペン「ハイテックＣコレト」や、“消える”

筆記具「フリクションボール05/07」などが売上に大きく貢献いたしました。また、当社の独自技術を活

かしたゲルクレヨン「クレオロール」や、直液式のホワイトボートマーカー「ボードマスター」、油性マ

ーカー「Vスーパーカラー」などは、差別化商品として顧客からの高い評価を得ております。 

当期中に発売いたしました新製品筆記具では、滑らかで低粘度の油性ボールペン「アクロボール」や、

くっきり濃く書けるノック式の低粘度水性ボールペン「Vボール RT」など新開発インキのボールペンが

健闘し、いずれも好調に推移いたしました。更に、当第４四半期中に発売いたしましたなかでは、ペン
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先から首までを一体軸にした独創的な万年筆「ミュー90」（昭和46（1971）年製造の「ミュー701」を現

代風にアレンジした万年筆）をはじめ、ボールペン４色とシャープペンシルを内蔵した多機能筆記具「4+1

ライト」、“消える”筆記具「フリクション」シリーズに新蛍光ペン「フリクションライト」やカラフル

な24色のカラーボールペン「フリクションいろえんぴつ」などを加えて、それぞれが独創性を強くアピ

ールいたしました。 

新規の文具製品におきましては、日本で唯一の馬具メーカー「ソメスサドル社」（北海道）との共同企

画により、馬具づくりの技を取り入れて、機能性と耐久性を重視した高品質革小物シリーズ「パイロッ

ト×ソメス」を発売し、ラインアップの強化を図りました。 

 

ⅱ．海外営業の状況 

当連結会計年度の海外市場におきましては、前期に米国住宅金融問題の発生以降、世界同時不況のイ

ンパクトや為替相場の変動により、各地域とも苦戦を強いられましたものの、主力の水性ボールペンや

ゲルインキボールペン等が業績を牽引して、堅調に市場の優位性を保つ結果となりました。 

特に、ノック式ゲルインキボールペン「G-2」は、米国現地において当期１億本の販売数量を維持・達

成するものとなり、好評の「FRIXION BALL（フリクションボール）」につきましては、当期、主に欧州市

場への定着化と拡大策を展開いたしましたことなどから、販売数量は前期実績を大幅に上回る結果とな

りました。これにより、国内外を合わせた「FRIXION BALL（フリクションボール）」の販売数量は、期初

の年間目標に掲げた6,000万本を超えるものとなりました。 

また、ノック式水性ボールペン「Hi-tecpoint（ハイテックポイント）V5/V7 RT」の健闘に加え、環境

対応型筆記具「BEGREEN（ビグリーン）」シリーズでは、戦略商品であります直液式のホワイトボートマ

ーカー「V BOARD MASTER（ボードマスター）」や油性マーカー「V SUPER COLOR（Vスーパーカラー）」を

欧州地域はじめ全世界に投入し、環境保全に対する当社グループの積極性をアピールいたしました。 

当第４四半期からは、滑らかで低粘度の油性ボールペン「Acroball（アクロボール）」や「フリクショ

ン」シリーズの新蛍光ペン「FRIXION light（フリクションライト）」、更に低価格シャープペンシル

「PROGREX」を各地域に新規投入し、筆記具分野の梃入れを図っております。 

 

(イ)その他事業 

ⅰ．宝飾事業の状況 

当連結会計年度の宝飾業界の状況は、前期に続き貴金属地金相場が高値で推移いたしましたが、下半

期には金融危機の連鎖等による景気の悪化から、個人消費が一気に冷え込み、特にプラチナ価格は60％

超の下落率を示すなど、国内宝飾市場に大きな打撃を与えるものとなりました。 

このような状況におきまして、当社は期中に一部製商品の価格改定を行ない、独自のプラチナ素材

（UHP1000／FHP1000）や格調高いゴールド素材を使用した「ロル（L'or）」・「グランディー（Grandee）」

などの主力マリッジリングを中心に販売強化策を展開して、鋭意、営業活動に努めました。 

以上により、当期売上高は14億93百万円（前年同期比0.1%減）となりました。 

 

ⅱ．玩具事業の状況 （パイロットインキ株式会社の事業） 

当連結会計年度の玩具市場の状況につきましては、世界経済の悪化が深まるに伴い、国内外で消費意

欲の冷え込みや購買単価の低下などから販売不振を招き、更に大手流通在庫の調整も重なって、例年以

上に厳しい商戦となりました。特に国内市場は、ヒット商品の不在や店頭売場の争奪なども目立ち、激

しい価格競争が生じました。 

このような状況下で、当期の玩具事業は、国内では「メルちゃんシリーズ」や「スイスイおえかき」

をはじめ、新規に「まほうのティーセット」などが売上に貢献いたしました。また、欧米地域では引き
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続き「AQUADOODLE（スイスイおえかき）」が売上を牽引いたしましたものの、国内外ともに業績が落ち込

む結果となり、当期売上高は44億45百万円（前年同期比17.6%減）となりました。 

なお平成20年９月までに、当事業部門が販売いたしました玩具製品「メルちゃんシリーズ」の『メル

ちゃんのバスタブ』により、お子様が怪我をする事故が発生いたしました。パイロットインキ株式会社

は、同様の事故の再発を防止するために同製品の販売を中止し、平成20年10月15日付でこれまでに販売

した同シリーズの『バスタブ』部分につきまして、「リコール社告」により自主回収し、改良品と無償で

交換をいたしております。今後は、玩具製品の安全性を第一に重視した企画・生産・販売活動はもとよ

り、当社におきましても、当社グループに対するより強力なリスク管理体制を再構築いたす所存です。 

 

ⅲ．その他の事業の状況 

当連結会計年度の状況は、平成20年７月１日付で、当社が旧パイロットプレシジョン株式会社を吸収

合併いたしましたことに伴い、同社のセラミクス事業を当社が引継ぎ、産業資材部門の事業であります

「ファンフロー」など産業機器等の製造・販売とともに、筆記具・文具用品以外で開拓した販路におい

て、当社の独自技術を活かした事業を展開いたしました。 

 

  ②次期の見通し 

次期につきましては、企業収益の悪化が強まるなかで、資源保有国が経済危機や政情不安に陥れば、再び資

源価格等の高騰も予想されます。一方で、各国の貿易政策が強化される懸念もあり、世界経済が持ち直すため

には、主要国の協調のみならず、米国が経済再生の責任を問われるものと推測されます。 

今後、国内企業は、為替相場や原材料価格等の変化を注視しつつ、需要動向に即した事業施策はもとより、

資金調達や雇用面においても大胆な経営計画の見直しが求められます。 

このような状況におきまして、次期の当社グループを取り巻く経営環境は、企業の存続を託す厳しい商況に

なるものと思われますが、この難関を突破すべく全社一丸となり、苦境の時を改革のチャンスと捉えて、高付

加価値商品や新規技術開発の強化に取り組み、大幅な製造・管理コストの削減にも努め、収益の確保に邁進し

てまいります。 

以上により、当社グループは、今後100年企業に向けて成長する真のグローバル・カンパニーを目指して、

安定的な配当原資の確保に努め、株主・投資家の皆様のご期待に沿えますよう鋭意努力を重ねてまいる所存で

す。 

次期の連結業績につきましては、次のように見込んでおります。 

売上高720億円  営業利益27億円  経常利益３億円  当期純利益２億円 

 

 (２)財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ102億54百万円減少し、754億39百万円（前年同期比

12.0％減）となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ81億98百万円減少し、430億38百万円（前年同期比16.0％減）となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金が34億77百万円、棚卸資産が19億77百万円減少したことによるもので

す。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ20億55百万円減少し、324億円（前年同期比6.0％減）となりました。こ

れは主に、投資有価証券が19億75百万円減少したことによるものです。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ92億47百万円減少し、285億30百万円（前年同期比24.5％減）となりま

した。これは主に、借入金（一年以内償還予定社債含む）が77億６百万円減少したことによるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ51億28百万円増加し、192億19百万円（前年同期比36.4％増）となりま
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した。これは主に、長期借入金が62億円増加したことによるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べ61億35百万円減少し、276億90百万円（前年同期比18.1％減）となりまし

た。これは主に、為替換算調整勘定が53億73百万円減少したことによるものです。 

 

  ②キャッシュフローの状況 

当連結会計年度末の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９億98百万

円減少し、45億12百万円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、44億59百万円（前連結会計年度は54億58百万円の増加）となりました。収入

の主な内訳は、税金等調整前当期純利益41億94百万円、減価償却費28億65百万円であり、支出の主な内訳は、

棚卸資産の増加額11億91百万円及び法人税等の支払額24億６百万円であります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、28億10百万円（前連結会計年度は18億53百万円の減少）となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、13億20百万円（前連結会計年度は24億95百万円の減少）となりました。これ

は主に、借入金の返済や配当の支払いによるものであります。 

 

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

 19年12期 20年12月期 

自己資本比率（％） 38.5 35.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 63.9 44.2 

債務償還年数（年） 4.8 5.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.5 8.0 

（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計算しております。 

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

・有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。 

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

動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

 

 (３)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社グループの事業につきましては、国内外とも概ね安定的に推移いたしましたものの、海外売上高比率が

高いことから為替や景気動向の影響を受けやすく、収益が大きく変動する場合があります。当社は、このよう

な外的要因による利益変動を、直接的に利益配分に反映させることは適切ではないと考え、あくまでも安定配

当を基本方針としております。 

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

資などに充当し、厳しい経営環境に備えてまいりたいと考えております。 

以上の方針によりまして、当期の期末配当金は１株につき1,000円といたします。当期中間配当金として、
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既に１株につき1,000円を実施いたしておりますので、年間の配当金は１株につき2,000円となります。 

次期におきましては、厳しい業績予想をいたしておりますが、安定的な利益配分を実施するため配当原資の

確保に努め、株主の皆様のご期待にお応えする所存です。 

 

 (４)事業等のリスク 

平成19年12月期決算短信（平成20年２月18日開示）により、開示を行なった内容から重要な変更がないため

開示を省略します。 

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.pilot.co.jp/ir/library/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社18社及び関連会社４社より構成されており、「スティショナリー用品」、「その

他」の製造、仕入及び販売を主な事業としているほか、これらに付帯するサービス業務を営んでおります。 

また、当社はグループ企業の株式保有及びこれらグループ企業に対する株主としての権利行使を通じた経営指

導、管理業務を営んでおります。 

各事業の主な内容は、次のとおりであります。 

 

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

類、バッグ類、ファイル、磁気利用筆記板、コンピュータリボン、コンピュータ関

連用品類等 

その他         リング等の貴金属アクセサリー、玩具、セラミックス部品、サービス業務（グルー

プ内物流、包装等） 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

海外市場 

連結子会社 
株式会社北海道パイロット 

連結子会社 

Pilot Pen(Deutschland)GMBH／ドイツ 

Pilot Corporation of Europe S.A.／フランス 

The Pilot Pen Company(U.K.)Limited／イギリス 

Pilot Pen South Africa(Pty)Ltd.／南アフリカ 

Pilot Pen Sverige AB／スウェーデン 

Pilot Corporation of America／アメリカ 

Pilot Pen Do Brasil S/A.／ブラジル 

Pilot Pen(S)Pte. Ltd.／シンガポール 

Pilot Pen Co.,(Hong Kong)Limited／香港 

The Pilot Pen(Taiwan)Co., Ltd.／台湾 

Pilot Pen(Shenzhen)Co., Ltd.／中国 

非連結子会社    3社 

上記以外の関連会社 2社 

連結子会社 

パイロットインキ株式会社 

 

上記以外の関連会社2社 

連結子会社 

株式会社パイロットロジテム 

 

非連結子会社1社 

当社 株式会社パイロットコーポレーション 

グループの統括・管理及び販売・生産 

国内販売会社 海外販売・生産会社

国内生産会社 その他の会社

国内市場 
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３．経営方針 

 (１)経営の基本方針 

平成19年12月期中間決算短信（平成19年８月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略します。 

当該中間決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.pilot.co.jp/ir/library/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

 (２)目標とする経営指標 

当社グループの目標とする経営指標につきましては、連結経営を重視するなかで、事業主体であります当社

はもとより、国内外のグループ会社における売上高・営業利益ならびに経常利益の確保に努め、経営体質の変

革を目指してまいります。 

 

 (３)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、国内外ともに変化する市場環境に対応し、グループにおける連結経営の効率化を推進する

とともに、平成21年度を企業改革の元年として、「顧客主義」の成果を 大限に引き出す生産・販売体制の基

盤強化を図ってまいります。 

また当社は、平成20年７月１日付でパイロットプレシジョン株式会社を吸収合併いたしましたことにより、

独自の技術開発や高品質なものづくりを強みとして、当社グループの付加価値を創出してまいります。 

 

  ①「国内生産体制」の強化について 

当社は、平成19年９月21日付の「当社及び当社グループの生産拠点の再編計画に関するお知らせ」で公表の

とおり、国内生産体制の強化策を具体的に遂行しております。これにより当社は、上記吸収合併の効果として

人材と技術の早期融合を促進し、コスト競争力を磨いた製品技術開発の展開につなげることが喫緊の課題であ

ります。 

しかしながら、国内外の経営環境が急激に悪化いたしましたことに対処するため、本再編計画のうち、現在

進行中の平塚工場における工場棟群の建替計画につき、今後その一部を変更し、一時凍結するものといたしま

した。これに伴い、当初計画いたしました平成22年度竣工時における田村事業所（旧パイロットプレシジョン

株式会社）の人員及び設備の移転を、平成21年度中に実施する予定であります。更に、本建替計画に要する設

備投資額（総工費）を、49億円から39億円に変更いたします。 

当社は、本再編計画の目的であります、筆記具事業のコスト競争力及び技術開発力の向上等による相乗効果

の追求や、世界市場に向けた企業競争力などの強化により、一層の企業価値を向上させてまいります。 

なお上記につきましては、別途、平成21年２月16日付「「当社及び当社グループの『生産拠点の再編計画』」

に関する一部変更のお知らせ」をご覧ください。 

当該開示文書は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.pilot.co.jp/ir/library/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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  ②「国内販売体制」の強化・見直しについて 

当社は、主力筆記具及び文具事務用品市場の環境が刻々と変化する現状を的確に捉え、常に国内販売体制の

基盤を強化・整備し、メーカーとして顧客に も近い営業体制を構築しなければならないと考えております。 

そのために当社は、中長期的な視点に立ち、主要取引先との連携をより一層深めてまいります。特に文具小

売店舗におきましては、当社の営業員やラウンダー等の活動を通じて、あらゆる顧客ニーズにお応えできる店

頭対策を講じ、マーケティングの強化を図っております。 

これにより、ボールペン・シャープペンシル及び替芯・マーカーなど、主力製商品の育成と定着化を推進す

る一方で、在庫コストの合理化立案にも着手するなど、国内販売体制の継続的な強化・見直し策を実施してま

いります。 

 

  ③「海外営業」について 

当社は、世界的な経済情勢の悪化を受けて、短期的には主力欧米地域等の厳しい市場予想を見据えた販売促

進策や、現地における営業戦略の重要性を踏まえた、迅速な対応を図らなければならないと考えております。

一方で、伸長市場であります東欧・ロシア・中国等、販売開発途上の地域戦略や、他社との差別化商品戦略な

どによる、中長期的な売上拡大策を講じてまいります。 

このために、当社グループは、主力の水性ボールペンやゲルインキボールペン等の高い市場占有率を背景に、

今後、優先課題のひとつとして高品質で価格競争力のある油性ボールペンや、シャープペンシル・マーカーな

どへの梃入れを通じ、各分野にわたる製商品を育成するとともに、グローバル・コーポレート・ブランドとし

て定着化を推進いたします。 

 

  ④コーポレート・ガバナンスの強化・改革について 

国内外の子会社18社及び関連会社４社を擁する当社は、事業持株会社としてグループ経営の観点から、常に

当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスを強化し、継続的な改革を実行いたしております。 

このため当社は、グループにおける内部統制の強化と連結経営の向上を目指し、平成21年１月１日付で「グ

ループ管理部」を新設いたしました。これにより、経営の透明性と公正性を確保して、迅速かつ適正な施策を

図ってまいります。 

 

  ⑤内部統制の取り組みについて 

当社グループは、事業活動の目的の達成に向け、常に業務の有効性及び効率性を高めるとともに、事業活動

におけるリスク管理とコンプライアンス体制等の強化・徹底を推進しております。 

また、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制システムの構築につきましては、平成21年会計年度

より当社グループに適用されます制度運用に向け、準備を行なっております。 

 

  ⑥株主価値の向上策について 

当社は、株主価値の向上が、将来の企業価値の増大につながるという認識のもとに経営にあたっております。

そのうえで、形成された株主価値が株価として正当に評価されますよう、諸施策を講じております。 

当社では、製商品のメインユーザー層となり得る個人株主の皆様には、製商品を通じて当社の事業をより深

くご理解いただくために、株主優待を実施いたしております。また、機関投資家の皆様に対しましては、個別

のミーティングを通じて、当社の事業概要や経営戦略等をご理解いただきますよう努めております。さらに、

すべての投資家の皆様への情報提供として、当社のホームページを用いたＩＲ活動にも力を入れております。

因みに、株式の流動性向上を図るため、平成20年１月１日付で当社株式を１株につき５株の割合をもって分割

いたしましたことも、株主価値の向上策の一環となりました。 

今後も当社は、企業価値の増大を目指す株主価値向上と、適正な株価形成のために必要な施策を検討・実施

してまいります。 
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４．連結財務諸表 

連結貸借対照表 

（単位 百万円） 

 
前連結会計年度 

（平成 19年 12 月 31 日）
当連結会計年度 

（平成 20年 12 月 31 日） 

区分 金額 構成比 金額 構成比 

（資産の部）   ％   ％ 

Ⅰ 流動資産       

1 現金及び預金 5,809 4,734  

2 受取手形及び売掛金 21,058 17,580  

3 棚卸資産 19,368 17,390  

4 繰延税金資産 2,817 1,479  

5 その他 2,461 2,404  

 貸倒引当金 △ 276 △ 550  

  流動資産合計 51,237 59.8 43,038 57.1 

Ⅱ 固定資産     

1 有形固定資産      

  (1) 建物及び構築物 7,849   7,222  

  (2) 機械装置及び運搬具 4,262   3,799  

  (3) 土地 7,222   6,831  

  (4) その他 2,151   3,129  

  有形固定資産合計 21,484 25.1 20,982 27.8 

2 無形固定資産       

  (1) 借地権 4,545   4,545  

  (2) その他 338   350  

  無形固定資産合計 4,883 5.7 4,895 6.5 

3 投資その他の資産       

  (1) 投資有価証券 6,022   4,046  

  (2) 繰延税金資産 405   95  

  (3) 前払退職給付費用 1,017   1,751  

  (4) その他 934   806  

      貸倒引当金 △ 291   △ 177  

  投資その他の資産合計 8,089 9.4 6,522 8.6 

  固定資産合計 34,456 40.2 32,400 42.9 

  資産合計 85,694 100.0 75,439 100.0 
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（単位 百万円） 

 
前連結会計年度 

（平成 19年 12 月 31 日）
当連結会計年度 

（平成 20年 12 月 31 日） 

区分 金額 構成比 金額 構成比 

（負債の部）   ％   ％ 

Ⅰ 流動負債       

1 支払手形及び買掛金 14,112  14,369  

2 短期借入金 12,131  6,397  

3 一年以内返済予定長期借入金 3,290  2,366  

4 一年以内償還予定社債 1,100  50  

5 未払法人税等 1,603  605  

6 未払費用 3,216  2,176  

 7 繰延税金負債 0 7  

8 賞与引当金 558  476  

9 役員賞与引当金 50  33  

10 返品調整引当金 －  94  

11 事業再編損失引当金 63  133  

12 その他 1,652  1,818  

  流動負債合計 37,778 44.1 28,530 37.8 

Ⅱ 固定負債  

1 社債 50  －  

2 長期借入金 9,851 16,051  

3 繰延税金負債 994  344  

4 退職給付引当金 864  718  

 5 役員退職慰労引当金 235  194  

 6 負ののれん 1,685  1,558  

 7 その他 408  351  

固定負債合計 14,090 16.4 19,219 25.5 

負債合計 51,868 60.5 47,749 63.3 

    

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

1 資本金 2,340 2.7 2,340 3.1 

2 資本剰余金 8,828 10.3 8,831 11.7 

3 利益剰余金 20,692 24.1 21,126 28.0 

4 自己株式 △107 △0.1 △232 △0.3 

  株主資本合計 31,754 37.1 32,065 42.5 

Ⅱ 評価・換算差額等  

1 その他有価証券評価差額金 892 1.0 △44 △0.1 

2 繰延ヘッジ損益 △4 △0.0 10 0.0 

3 為替換算調整勘定 378 0.4 △4,994 △6.6 

評価・換算差額等合計 1,267 1.5 △5,028 △6.7 

Ⅲ 少数株主持分 804 0.9 653 0.9 

純資産合計 33,825 39.5 27,690 36.7 

負債純資産合計 85,694 100.0 75,439 100.0 
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連結損益計算書 

（単位 百万円）

 
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 金額 百分比 金額 百分比 

  %  % 

Ⅰ 売上高 83,930 100.0 80,077 100.0 

Ⅱ 売上原価 46,787 55.7 44,165 55.2 

   売上総利益 37,143 44.3 35,912 44.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 29,450 35.1 29,268 36.6 

   営業利益 7,692 9.2 6,643 8.3 

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 243  393   

 ２ 受取配当金 88  158   

 ３ 負ののれん償却額 126  126   

４ 為替差益 732  －   

 ５ その他 298 1,489 1.8 378 1,057 1.3 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 641  556   

 ２ 退職給付会計基準 
   変更時差異償却額 

577  577   

 ３ 棚卸資産廃棄評価損 394  595   

 ４ 為替差損 －  759   

 ５ その他 153 1,767 2.1 162 2,651 3.3 

   経常利益 7,414 8.8 5,049 6.3 

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 56  45   

 ２ 投資有価証券売却益 108  89   

 ３ 関係会社貸倒引当金戻入益 －  53   

  ４ 退職給付引当金取崩額 －  46   

 ５ 減損損失戻入益 201  －   

 ６ その他 20 385 0.5 － 235 0.3 

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 104  15   

 ２ 固定資産除却損 133  65   

 ３ 投資有価証券評価損 －  194   

 ４ 投資有価証券売却損 62  －   

  ５  関係会社株式評価損 －  8   

 ６ 過年度返品調整引当金繰入額 －  101   

 ７ 製品自主回収関連損失 －  53   

 ８ 減損損失 132  387   

 ９ 事業再編損失 202  263   

 10 その他 36 672 0.8 － 1,090 1.4 

   税金等調整前当期純利益 7,128 8.5 4,194 5.2 

   法人税、住民税及び事業税 2,506  1,583   

   法人税等調整額 561 3,068 3.7 1,492 3,075 3.8 

   少数株主利益 122 0.1 43 0.1 

   当期純利益 3,937 4.7 1,075 1.3 
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連結株主資本等変動計算書 

 
前連結会計年度 （自 平成 19 年 1 月 1日   至 平成 19 年 12 月 31 日）                   （単位 百万円） 

 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 2,340 8,788 16,935 △83 27,981

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △346  △346

 役員賞与の支給 △11  △11

 当期純利益 3,937  3,937

 自己株式の取得 △51 △51

 自己株式の処分 40 26 67

その他 (注) 177  177

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) 
― 40 3,756 △24 3,772

平成 19 年 12 月 31 日残高（百万円） 2,340 8,828 20,692 △107 31,754

 
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 18 年 12 月 31 日残高 1,891 △1 157 2,047 733 30,762

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 ―  △346

 役員賞与の支給 ―  △11

 当期純利益 ―  3,937

 自己株式の取得 ―  △51

 自己株式の処分 ―  67

その他 （注） ―  177

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) △998 △2 221 △780 70 △709

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
△998 △2 221 △780 70 3,063

平成 19年 12月 31日残高（百万円） 892 △4 378 1,267 804 33,825

（注）利益剰余金の増加高の「その他」は、海外子会社が米国会計基準の「法人所得税の不確実性に関する会計処理」に関

する解釈指針第 48 号(FIN48)を適用した際に認識される 161 百万円の増加と、同じく海外子会社が米国会計基準を適用し

た際の「その他包括利益」に含まれる 15 百万円の増加によるものであります。 
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当連結会計年度 （自 平成 20 年 1 月 1日   至 平成 20 年 12 月 31 日）                   （単位 百万円） 

 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 19 年 12 月 31 日残高 2,340 8,828 20,692 △107 31,754

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △623  △623

 役員賞与の支給 △1  △1

 当期純利益 1,075  1,075

 自己株式の取得 △147 △147

 自己株式の処分 2 21 24

連結子会社の増加 △7  △7

 その他（注） △8  △8

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) 
― 2 434 △125 311

平成 20 年 12 月 31 日残高 (百万円) 2,340 8,831 21,126 △232 32,065

 
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 19 年 12 月 31 日残高 892 △4 378 1,267 804 33,825

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 ―  △623

 役員賞与の支給 ―  △1

 当期純利益 ―  1,075

 自己株式の取得 ―  △147

 自己株式の処分 ―  24

連結子会社の増加 ―  △7

 その他（注） ―  △8

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) △937 14 △5,373 △6,296 △150 △6,447

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
△937 14 △5,373 △6,296 △150 △6,135

平成 20年 12月 31日残高（百万円） △44 10 △4,994 △5,028 653 27,690

（注）利益剰余金の「その他」は、海外子会社が米国会計基準を適用した際の「その他包括利益」の減少によるものであり

ます。 
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連結キャッシュ・フロー計算書 

 （金額 百万円）

 
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前当期純利益 7,128 4,194 

 ２ 減価償却費 2,823 2,865 

 ３ 減損損失 132 387 

 ４ 減損損失戻入益 △201 － 

 ５ のれん償却費 10 10 

 ６ 負ののれん償却費 △126 △126 

 ７ 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 19 △9 

 ８ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 303 

 ９ 退職給付引当金の増減額（△は減少） △363 △146 

 10 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） 61 74 

 11 受取利息及び受取配当金 △332 △551 

 12 支払利息 641 556 

 13 固定資産売却益 △56 △45 

 14 固定資産売却損 104 15 

 15 固定資産除却損 133 65 

 16 投資有価証券売却益 △108 △89 

 17 投資有価証券売却損 62 － 

18 投資有価証券評価損 － 194 

19 関係会社株式評価損 － 8 

 20 売上債権の増減額（△は増加） △748 294 

 21 棚卸資産の増減額（△は増加） △1,838 △1,191 

 22 仕入債務の増減額（△は減少） 514 1,057 

 23 その他 △153 △999 

    小計 7,717 6,868 

 24 利息及び配当金の受取額 332 551 

 25 利息の支払額 △643 △554 

 26 法人税等の支払額 △1,948 △2,406 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 5,458 4,459 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

  １ 定期預金の預入による支出 － △709 

 ２ 定期預金の払戻による収入 188 770 

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △2,337 △3,002 

 ４ 有形固定資産の売却による収入 247 59 

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △169 △172 

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △100 0 

 ７ 投資有価証券の売却による収入 298 245 

 ８ 関係会社出資金の回収による収入 16 － 

  ９ 貸付金の実行による支出 － △10 

10 貸付金の回収による収入 2 9 

 11 その他 0 － 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,853 △2,810 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額（△は減少） 956 △4,784 

 ２ 長期借入れによる収入 500 8,600 

 ３ 長期借入金の返済による支出 △3,490 △3,267 

 ４ 社債の償還による支出 △100 △1,100 

 ５ 自己株式の売却による収入 67 24 

 ６ 自己株式の取得による支出 △51 △147 

 ７ 配当金の支払額 △346 △623 

 ８ 少数株主への配当金の支払額 △31 △22 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △2,495 △1,320 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 207 △1,361 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,316 △1,033 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,194 5,510 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 34 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 5,510 4,512 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１ 連結の範囲に関する事項  

連結子会社 

     主要な連結子会社の名称 

14 社 

パイロットインキ㈱、パイロット・コーポレーション・オブ・アメリカ 

パイロット・コーポレーション・オブ・ヨーロッパ・エス・アー 

前連結会計年度において非連結子会社であった百楽貿易（深圳）有限公司は、

重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

なお、従来連結子会社でありましたパイロットプレシジョン㈱は、平成 20 年

7月 1日付で当社が吸収合併しております。 

非連結子会社 

     主要な非連結子会社の名称 

4 社 

パイロット・ペン・デ・メキシコ 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項  

持分法適用非連結子会社 

持分法適用関連会社 

該当ありません。 

該当ありません。 

非連結子会社 4社及び関連会社 4社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適

用から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項  

 連結決算日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項  

（1） 重要な資産の評価基準及び評価方法 

     ① 有価証券 

          ・その他有価証券 

                時価のあるもの 

 

 

                時価のないもの 

 

     ② デリバティブ 

 

     ③ 棚卸資産 

 

 

 

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

定しております。） 

移動平均法による原価法 

 

時価法 

 

原則として移動平均法による原価法により評価しているが、一部の在外連結子

会社は低価法により評価しております。 

（2） 重要な減価償却資産の減価償却方法 

     ① 有形固定資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 無形固定資産 

 

 

当社及び国内連結子会社は定率法  ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）については定額法。 

また、在外連結子会社については、主として定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物      25 年～50 年 

機械装置及び運搬具      4 年～10 年 

 

 （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成 19 年 3月 31 日以前に取得

し、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法を適用して取得価額の 5％に到

達した有形固定資産については、5年間で均等償却する方法によっております。

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がそれぞれ 168 百

万円減少しております。 

  

定額法   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利

用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。 
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（3） 重要な引当金の計上基準 

     ① 貸倒引当金 

 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

  ② 返品調整引当金 返品による損失に備えるため、過去の実績に基づき将来発生すると見込まれる

返品損失見込額を計上しております。 

 

（会計処理の変更） 

従来、返品に伴う損失は、返品を受けた時点で計上しておりましたが、当連結

会計年度より、販売した時点において今後返品により発生すると見込まれる損

失を返品調整引当金として計上する方法に変更しております。 

この変更は、以前と比較して返品により発生すると見込まれる損失認識の重要

性が増加したためであります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益、営業利益及び経常利

益がそれぞれ 6 百万円増加し、税金等調整前当期純利益が 94 百万円減少して

おります。 

     ③ 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しており

ます。 

     ④ 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

     ⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認めら

れる額を退職給付引当金及び前払退職給付費用として計上しております。 

会計基準変更時差異については、15 年による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度より費用処理しております。 
 

（追加情報） 

当社は平成 20 年 7 月 1 日付けで吸収合併した連結子会社（パイロットプレシ

ジョン株式会社）の従業員に係る退職給付費用の算定方法を簡便法から原則法

に変更しております。合併日現在で退職給付債務を原則法で計算した結果、発

生した差異（46 百万円）については全額を退職給付引当金取崩額として当連結

会計年度の特別利益に計上しております。 

     ⑥ 事業再編損失引当金 事業の再編に伴う費用について、合理的に見積もることが出来る金額を計上し

ております。 

     ⑦ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計

上しております。 

（4） 重要な外貨建の資産又は負債の 

本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、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、在外子会社等の資産及び負債は、決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含めております。 

（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。 

（6） 重要なヘッジ会計の方法 

     ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満

たすものについては、特例処理を適用しております。 

     ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

          ・ヘッジ対象 

 

デリバティブ取引（為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引）

主として、外貨建債権に係る変動リスク及び資金の調達に係る金利変動リスク

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

を目的としてデリバティブ取引を行っております。 

     ④ ヘッジ有効性評価の方法 決算日及び中間決算日において、ヘッジ手段の時価の変動の累計とヘッジ対象

の時価の変動の累計を比較することにより、有効性の評価を行っております。
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（7） その他連結財務諸表作成のための 

重要な事項 

         消費税等の会計処理 

 

 

税抜方式によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関す

る事項 

 

全面時価評価法を採用しております。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する 

事項 

 

原則として 5 年間の均等償却。なお、パイロットインキ（株）にパーチェス法

を適用したことにより発生した負ののれんについては 20 年間の均等償却。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における 

  資金の範囲 

 

手許現金、要求払預金そして価値の変動について僅少なリスクしか負わない取

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

 

（連結貸借対照表関係） 
 

前連結会計年度末 
(平成19年12月31日) 

当連結会計年度末 
(平成20年12月31日) 

１. 有形固定資産の減価償却累計額 

41,243百万円 

１. 有形固定資産の減価償却累計額 

41,371百万円 

２．非連結子会社及び関連会社に対するもの 

   投資有価証券(株式)               550百万円 

２．非連結子会社及び関連会社に対するもの 

   投資有価証券(株式)             508百万円 

３. 担保に供している資産 

建物及び構築物 1,743百万円

機械装置及び運搬具 646 

有形固定資産「その他」 265 

土地 1,190 

計 3,845 

 

  上記に対する債務 

短期借入金 5,160百万円

一年以内返済予定長期借入金 2,718 

長期借入金 9,341 

計 17,219 
 

３. 担保に供している資産 

建物及び構築物 1,596百万円

機械装置及び運搬具 388 

有形固定資産「その他」 231 

土地 1,115 

借地権 4,545 

計 7,877 

  上記に対する債務 

短期借入金 3,300百万円

一年以内返済予定長期借入金 2,018 

長期借入金 15,322 

計 20,641 
 

 ４．受取手形割引高          67百万円 ４．受取手形割引高           174百万円 

５. 期末日満期手形の会計処理 

   期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処

理しております。 

   従って当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次のとおり期末日満期手形が含ま

れております。 

    受取手形 174百万円
 

５. 期末日満期手形の会計処理 

   期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処

理しております。 

   従って当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次のとおり期末日満期手形が含ま

れております。 

    受取手形 168百万円
 

６. 特定融資枠契約(ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ)及び当座貸越契約 

   運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金

融機関と当座貸越契約及び当座貸越契約を締結

しております。 

特定融資枠契約及び 
当座貸越極度額 

24,150百万円

借入実行残高 9,953 

期末未実行残高 14,196 
 

６. 特定融資枠契約(ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ)及び当座貸越契約 

   運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金

融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締

結しております。 

特定融資枠契約及び 
当座貸越極度額 

22,726百万円

借入実行残高 5,359   

期末未実行残高 17,366 
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（連結損益計算書関係） 
 

前連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

１. 販売費及び一般管理費の主要なもの 

 広告宣伝費 6,155百万円

 運賃荷造費 2,986 

 給料手当 7,275 

 賞与 1,297 

 賞与引当金繰入額 377 

 貸倒引当金繰入額 52 

 減価償却費 809 
 

１. 販売費及び一般管理費の主要なもの 

 広告宣伝費 6,234百万円

 運賃荷造費 2,888 

 給料手当 7,141 

 賞与 1,308 

 賞与引当金繰入額 339 

 貸倒引当金繰入額 383 

 減価償却費 764 
 

２．一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 

                  1,220百万円 

２．一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 

                   1,242百万円 

３. 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 56百万円
 

３. 固定資産売却益の内訳 

建物構築物 25百万円

機械装置及び運搬具 17 
有形固定資産「その他」 2 

45 計 
 

 
４. 減損損失戻入益 

在外連結子会社における一部有形固定資産につ

いて実施した減損損失の所在国会計基準に基づ

く戻入益です。 

４. 減損損失戻入益 

          ――――――― 

５. 固定資産売却損の内訳 

機械装置及び運搬具 4百万円

土地 89 

有形固定資産「その他」 0 

無形固定資産 9 

計 104 
 

５. 固定資産売却損の内訳 

建物構築物 9百万円

機械装置及び運搬具 

有形固定資産「その他」 

5 

0 

計 15 
 

６. 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 65 

有形固定資産「その他」 59 

無形固定資産 0 

計 133 
 

６. 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 19百万円

機械装置及び運搬具 21 

有形固定資産「その他」 24 

計 65 
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前連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日) 

７. 減損損失の内訳 

  当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

大阪府 

大阪市 
支社 建物及び土地等 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（減損損失の種類別内訳） 

   建物及び構築物   98百万円 
土地         32 

   その他              2 
 
  当社グループは、事業用資産については主として管
理会計上の区分に基づいてグルーピングを行い、賃貸
用資産及び遊休資産等については個別に資産のグルー
ピングを行っております。 

  営業損益が継続してマイナスで、当該資産グループ
の固定資産簿価を全額回収できる可能性が低いと判断
した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額
まで減額しております。 
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定し
ており正味売却価額については不動産鑑定士による鑑
定評価を基準としており、使用価値については将来キ
ャッシュフロー見積額を5.0%で割り引いて算定してお
ります。 

７．減損損失の内訳 

  当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

福岡県 

福岡市他
支社 建物及び土地 23 

沖縄県 

那覇市 
営業所 建物及び土地 35 

埼玉県 

越谷市 
遊休資産 建物及び土地 90 

神奈川県

平塚市 
生産設備 機械装置等 103 

神奈川県

足柄下郡他
遊休資産 土地 13 

北海道 

札幌市 
連結子会社 建物及び土地 120 

合計   387 

（減損損失の種類別内訳） 

   建物及び構築物   60百万円 
機械装置及び運搬具 96 
土地            224 

   その他              5 
  当社グループは、事業用資産については主として管
理会計上の区分に基づいてグルーピングを行い、賃貸
用資産及び遊休資産等については個別に資産のグルー
ピングを行っております。 

  営業損益が継続してマイナスで、当該資産グループ
の固定資産簿価を全額回収できる可能性が低いと判断
した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額
まで減額しております。 

     遊休資産である土地は、地価の下落に伴い帳簿価額
に対し時価が著しく下落した資産であることから、回
収可能額まで減額しております。 
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定し
ており正味売却価額については不動産鑑定士による鑑
定評価を基準としており、使用価値については将来キ
ャッシュフロー見積額を4.5%で割り引いて算定してお
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19年1月1日 至 平成19年12月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 46,814.56 － － 46,814.56 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 713.93 48.05 186.03 575.95 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

端株の買取請求による増加            48.05株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

端株の買増請求による減少           1.03株 

ストックオプションの権利行使による減少   185.00株 

 

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
（千円） 

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 184,402 4,000 平成18年12月31日 平成19年３月30日 

平成19年８月17日 
取締役会 

普通株式 161,683 3,500 平成19年６月30日 平成19年９月19日 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（千円）

1株当たり
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年３月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 393,028 8,500 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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当連結会計年度 （自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 46,814.56 187,258.24 0.8 234,072 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 575.95 3,061.09 340.04 3,297 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

端株の買取による増加                 757.29株 

株式分割による増加                           2,303.80株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

端株の買増による減少                 0.04株 

ストックオプションの権利行使による減少      340.00株 

 

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
（千円） 

1株当たり 
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年３月28日 
定時株主総会 

普通株式 393,028 8,500 平成19年12月31日 平成20年３月31日 

平成20年８月18日 
取締役会 

普通株式 230,595 1,000 平成20年６月30日 平成20年９月17日 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（千円）

1株当たり
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年３月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 230,775 1,000 平成20年12月31日 平成21年３月30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19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

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 

現金及び預金勘定 5,809百万円

３ヶ月超定期預金 △299 

現金及び現金同等物 5,510 
 

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 

現金及び預金勘定 4,734百万円

３ヶ月超定期預金 △222 

現金及び現金同等物 4,512 
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（セグメント情報） 

１  事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

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

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

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

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

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

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

２  所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日)              （単位 百万円） 

 日本 米州 欧州 
その他

の地域 
計 

消去又

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

   売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 39,291 22,424 17,671 4,542 83,930 － 83,930

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
24,033 － 1 － 24,035 (24,035) －

計 63,325 22,424 17,673 4,542 107,966 (24,035) 83,930

営業費用 57,723 21,216 16,802 3,888 99,629 (23,391) 76,237

営業利益  5,602 1,208 871 654 8,336 (643) 7,692

Ⅱ 資産 42,532 19,494 12,362 4,120 78,510 7,184 85,694

（注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

        (1) 米州 … 北米、中南米 

        (2) 欧州 … 欧州 

        (3) その他の地域 … アジア、中近東、アフリカ 

    ３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 (7,184百万円） は親会社での余資運用資金、長期投資資金

及び管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)               （単位 百万円） 

 日本 米州 欧州 
その他

の地域 
計 

消去又

は全社 
連結 

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 37,728 19,780 17,788 4,780 80,077 － 80,077

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
23,484 － － － 23,484 (23,484) －

計 61,213 19,780 17,788 4,780 103,561 (23,484) 80,077

営業費用 57,137 18,628 16,678 4,484 96,928 (23,495) 73,433

営業利益  4,075 1,152 1,109 295 6,632 11 6,643

Ⅱ 資産 50,203 14,179 9,196 3,353 76,931 (1,491) 75,439

（注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

        (1) 米州 … 北米、中南米 

        (2) 欧州 … 欧州 

        (3) その他の地域 … アジア、中近東、アフリカ 

    ３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 (6,530百万円） は親会社での余資運用資金、長期投資資金

及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４会計処理基準に関する事項（3）重要な引当金の計上基

準に記載の通り、当連結会計期間より、販売した時点において今後返品により発生すると見込まれる損失を返品

調整引当金として計上する方法に変更しております。この影響により、過年度及び当連結会計期間の返品調整引

当金を認識した結果、当連結会計年度の営業費用は、日本が6百万円減少し、営業利益が同額増加しております。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４会計処理基準に関する事項（2）重要な減価償却資産の

減価償却方法に記載の通り、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得し、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法を適用して取得価額の５％に到達した有形固定資産については、５年間

で均等償却する方法によっております。これにより当連結会計年度の営業費用は、日本が168百万円増加し、営

業利益が同額減少しております。 
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３  海外売上高 

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

   米州 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 24,063 19,027 10,250 53,341 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    83,930 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（%） 

28.7 22.7 12.2 63.6 

（注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州 … 北米、中南米 

(2) 欧州 … 欧州 

(3) その他の地域 … アジア、中近東、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

   米州 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 21,355 17,876 8,454 3,182 50,869 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     80,077 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（%） 

26.7 22.3 10.6 4.0 63.5 

（注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州 ････北米、中南米 

(2) 欧州 ････欧州 

(3) アジア･･･アジア 

(4) その他の地域 … 中近東、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 前連結会計年度において、「その他の地域」に含めて表示しておりました「アジア」は、当連結会計年度 

において連結売上高の10％以上となったので区分掲記することに変更しました。なお、前連結会計年度の 

「その他の地域」に含まれる「アジア」の海外売上高は8,347百万円、連結売上高に占める海外売上高の割合は

9.9%であります。 

 

 

 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度(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。 

 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

 

前連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20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 

   （繰延税金資産） 

役員退職慰労引当金   94百万円

退職給付引当金 308 

賞与引当金 170 

棚卸資産評価引当 206 

貸倒引当金 178 

棚卸資産評価損 184 

棚卸資産未実現利益 1,513 

その他 1,127 

繰延税金資産小計 3,785 

評価性引当額 △223 

繰延税金資産合計 3,562 

   （繰延税金負債） 

減価償却 △195 

その他有価証券評価差額金 △628 

前払退職給付費用 △414 

その他 △95 

繰延税金負債合計 △1,334 

差引：繰延税金資産純額 2,228 

 

 

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 2,817百万円

固定資産―繰延税金資産 405 

流動負債―繰延税金負債 0 

固定負債―繰延税金負債 994 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

   （繰延税金資産） 

役員退職慰労引当金   78百万円

退職給付引当金 259 

賞与引当金 141 

棚卸資産評価引当 199 

貸倒引当金 280 

棚卸資産評価損 205 

棚卸資産未実現利益 426 

投資有価証券評価損 95 

減損損失 159 

その他 836 

繰延税金資産小計 2,682 

評価性引当額 △499 

繰延税金資産合計 2,183 

   （繰延税金負債） 

減価償却 △132 

前払退職給付費用 △703 

その他 △124 

繰延税金負債合計 △960 

差引：繰延税金資産純額 1,223 

 

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 1,479百万円

固定資産―繰延税金資産 95 

流動負債―繰延税金負債 7 

固定負債―繰延税金負債 344 

  

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

3.4 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△2.6 

住民税均等割等 0.5 

海外子会社との税率差 4.1 

外国税額控除 △3.1 

評価性引当額 1.4 

その他 △1.4 

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

43.0 

  

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

4.3 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△3.1 

住民税均等割等 0.8 

課税所得の範囲を超えた 
未実現利益 

15.3 

海外子会社との税率差 11.1 

外国税額控除 △0.2 

評価性引当額 3.0 

その他 1.5 

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

73.3 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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 
取得価額を超えるもの 
   株式 2,624 4,276 1,651
連結貸借対照表計上額が 
取得価額を超えないもの 
   株式 1,109 966 △143

合計 3,734 5,242 1,508

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行った銘柄はありません。 

なお、当該株式の減損処理にあたっては、下記の基準により減損処理を行っております。 

① 50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行っております。 

② 50％未満30％以上下落した場合のものについては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における 高値・ 安値

と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸

表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い総合的に判断し、回復可能性のない

ものについて減損処理を行っております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却金額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

298 108 62

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 779

 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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 
取得価額を超えるもの 
   株式  1,105 1,461 355
連結貸借対照表計上額が 
取得価額を超えないもの 
   株式 2,281 1,850 △430

合計 3,387 3,311 △75

 (注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて194百万円減損処理を行っております。な

お、当該株式の減損処理にあたっては下記の基準により減損処理を行っております。 

① 50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行っております。 

② 50％未満30％以上下落した場合のものについては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における 高値・ 安値

と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸

表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い総合的に判断し、回復可能性のない

ものについて減損処理を行っております。 
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２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 売却金額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

245 89 －

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 735

 

 

 

（退職給付関係） 

 

前連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

   当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の

   制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制

   度を設けております。 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

 

２．退職給付債務に関する事項 

   退職給付債務           12,992百万円

   （内訳） 

未認識数理計算上の差異 413 

会計基準変更時差異の未処理額 4,623 

年金資産 8,107 

連結貸借対照表計上額純額 152 

前払退職給付費用 △1,017 

退職給付引当金 864 
 

２．退職給付債務に関する事項 

   退職給付債務           12,705百万円

   （内訳） 

未認識数理計算上の差異 2,101 

会計基準変更時差異の未処理額 4,045 

年金資産 7,591 

連結貸借対照表計上額純額 1,033 

前払退職給付費用 △1,751 

退職給付引当金 718 

  

３. 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 518 

利息費用 221 

期待運用収益 △156 

過去勤務債務の費用処理額 － 

数理計算上の差異の費用処理額 135 

会計基準変更時差異の費用処理額 577 

退職給付費用 1,297 

  

３. 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 571 

利息費用 238 

期待運用収益 △185 

過去勤務債務の費用処理額 － 

数理計算上の差異の費用処理額 98 

会計基準変更時差異の費用処理額 577 

退職給付費用 1,300 
 

４. 退職給付債務の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％ 

期待運用収益率 2.5％ 

過去勤務債務の処理年数 －年 

数理計算上の差異の処理年数 ５年 

会計基準変更時差異の処理年数 15年 
 

４. 退職給付債務の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％ 

期待運用収益率 2.5％ 

過去勤務債務の処理年数 －年 

数理計算上の差異の処理年数 ５年 

会計基準変更時差異の処理年数 15年 
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（１株当たり情報） 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

１株当たり純資産額 714,148円31銭 １株当たり純資産額 117,155円96銭 

１株当たり当期純利益 85,006円63銭 １株当たり当期純利益 4,661円91銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
84,350円30銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
4,633円31銭 

 

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 3,937 1,075 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 11 ― 

(うち利益処分による役員賞与金) (11) ― 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,926 1,075 

普通株式の期中平均株式数(株) 46,191.95 230,719.16 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額(百万円) ― ― 

普通株式増加数(株) 359.42 1,424.08 

(うちストックオプション(新株予約権)) (359.42) (1,424.08)

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式の概要 

―  ― 
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（企業結合等関係） 

前連結会計年度（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。 

 

当連結会計年度（自平成20年1月1日 至平成20年12月31日） 

１． 結合企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１）結合企業の名称及びその事業の内容 

名称     パイロットプレシジョン株式会社 

事業の内容  筆記具の製造及び光通信用部品の製造・販売 

  （２）企業結合の法的形式 

     平成20年7月1日を効力発生日とし、当社を存続会社、パイロットプレシジョンを消滅会社とする吸収合併であ

ります。 

（３） 結合後企業の名称 

株式会社パイロットコーポレーション 

（４） 取引の目的を含む取引の概要 

国内の当社生産子会社でありますパイロットプレシジョンの保有する生産機能および人材を当社と早期に融合

させ、パイロットグループの基幹事業である筆記具事業におけるコスト競争力および技術開発力の向上を通じ

て、世界市場に向けた企業競争力を高めるとともに、パイロットグループのコーポレート・ガバナンス体制お

よび企業価値の更なる向上を目的とするものであります。 

 

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合にかかる会計基準」（「企業結合にかかる会計基準の設定に関する意見書」 

（企業審議会平成15年10月31日）三 企業結合にかかる会計基準 ４共通支配下の取引等の会計処理を適用いたしま

した。 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

１．株式分割の実施 

平成19年12月10日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。 

当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。 

(1)分割方法 

平成19年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式を、1株につき5株の割合

をもって分割いたします。ただし、分割の結果生ずる1株未満の端数株式は、これを一括売却又は買受し、その処

分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配いたします。 

(2)分割により増加する株式数      普通株式 187,258.24株 

    

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における１株当たり情報の各数値は以下のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産         130,273円71銭 １株当たり純資産         142,829円66銭 

１株当たり当期純利益     7,543円38銭 １株当たり当期純利益     17,001円32銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

7,471円52銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

16,870円06銭 

 

２.連結子会社の吸収合併について 

平成19年9月21日に締結した合併覚書に基づき、平成20年1月30日開催の取締役会において、平成20年7月 １日を効力

発生日として、当社の100％子会社であるパイロットプレシジョン株式会社を吸収合併する旨決議し、平成20年1月31

日に合併契約を締結いたしました。 

当該合併の概要は、以下のとおりであります。 

(1)合併の日程 

合併契約締結         平成20年１月31日 

合併予定日（効力発生日）   平成20年７月１日 

(2)合併方式 

本合併は、当社を存続会社とし、パイロットプレシジョン株式会社を消滅会社とする、吸収合併方式であります。 

(3)消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

消滅会社であるパイロットプレシジョン株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 該当事項はありません。 

 

 

 

（開示の省略） 

リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略します。 
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５．個別財務諸表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貸借対照表 

  (単位 百万円) 

 
前事業年度 

(平成 19 年 12 月 31 日)
当事業年度 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 

      ％    ％ 

（資産の部）       

Ⅰ  流動資産     

1 現金及び預金 872  1,548  

2 受取手形 2,889  2,640  

3 売掛金 10,260  10,230  

4 商品 2,136  1,117  

5 製品 2,766  2,917  

6 半製品 2,018  2,683  

7 原材料 396  458  

8 仕掛品 340  508  

9 貯蔵品 298  259  

10 前払費用 168  194  

11 繰延税金資産 537  427  

12 未収入金 218  708  

13 未収消費税等 817  874  

14 その他 101  169  

  貸倒引当金 △39  △144  

  流動資産合計 23,785 39.6 24,594 39.9 

Ⅱ  固定資産     

1 有形固定資産     

  (1) 建物 3,207  3,733  

  (2) 構築物 277  293  

  (3) 機械及び装置 1,908  2,056  

  (4) 車両及び運搬具 18  13  

  (5) 工具、器具及び備品 868  1,001  

  (6) 土地 3,292  4,645  

  (7) 建設仮勘定 116  1,407  

  有形固定資産合計 9,689  16.1 13,151 21.4 

2 無形固定資産      

  (1) 借地権 4,545  4,545   

  (2) ソフトウェア 105  131   

  (3) その他 14  16   

  無形固定資産合計 4,665  7.8 4,693    7.6 
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(単位 百万円) 

前事業年度 当事業年度 
 

(平成 19 年 12 月 31 日) (平成 20 年 12 月 31 日) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 

     ％    ％ 

3 投資その他の資産       

  (1) 投資有価証券 4,151 2,862  

  (2) 関係会社株式 16,185  14,047  

  (3) 関係会社出資金 341  310  

  (4) 関係会社長期貸付金 285  285  

  (5) 破産債権・更生債権 246  125  

  (6) 長期前払費用 54  28  

  (7) 前払退職給付費用 1,017  1,729  

  (8) その他 200  239  

      貸倒引当金 △555  △471  

  投資その他の資産合計 21,927 36.5 19,157 31.1 

  固定資産合計 36,282 60.4 37,002 60.1 

  資産合計 60,067 100.0 61,596 100.0 
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(単位 百万円) 

 
前事業年度 

(平成 19 年 12 月 31 日)
当事業年度 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 
     ％   ％ 

（負債の部）         
Ⅰ  流動負債         
1 支払手形 4,104  5,751  
2 買掛金 11,350  8,999  
3 短期借入金 4,100  3,500  
4 一年以内返済予定長期借入金 3,152  2,306  
5 一年以内償還予定社債 1,100  50  
6 未払金 308  343  
7 未払法人税等 835  ―  
8 未払費用 970  1,170  
9 前受金 50  80  

10 預り金 80  91  
11 返品調整引当金 ―  86  
12 賞与引当金 235  211  
13 役員賞与引当金 20  20  
14 事業再編損失引当金 ―  100  
15 リース資産減損勘定 ―  8  
16 その他 158  155  

  流動負債合計 26,465 44.1 22,877 37.1 
Ⅱ  固定負債     

1 社債 50  ―  
2 長期借入金 9,662  15,966  
3 繰延税金負債 849  248  
4 退職給付引当金 ―  592  
5 役員退職慰労引当金 81  107  
6 長期リース資産減損勘定 ―  7  
7 その他 11  14  

  固定負債合計 10,653 17.7 16,936 27.5 
  負債合計 37,119 61.8 39,814 64.6 

（純資産の部）  
Ⅰ  株主資本  
1 資本金 2,340 3.9 2,340 3.8 
2 資本剰余金  

  (1) 資本準備金 10,005 10,005  
  (2) その他資本剰余金 962 964  

  資本剰余金合計 10,967 18.3 10,969 17.8 
3 利益剰余金  

  (1) 利益準備金 315 315  
  (2) その他利益剰余金  
 配当準備積立金 240 240  

     別途積立金 6,000 7,000  
     繰越利益剰余金 2,402 1,211  

  利益剰余金合計 8,957 14.9 8,766 14.2 
4 自己株式 △107 △0.2 △232 △0.4 

  株主資本合計 22,157 36.9 21,843 35.5 
Ⅱ  評価・換算差額等  
1 その他有価証券評価差額金 794 △71  
2 繰延ヘッジ損益 △4 10  

  評価・換算差額等合計 790 1.3 △61 △0.1 
  純資産合計 22,948 38.2 21,782 35.4 
  負債純資産合計 60,067 100.0 61,596 100.0 
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損益計算書 

              (単位 百万円)

 
前事業年度 

(自 平成 19 年１月１日 
   至 平成19年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成 20 年１月１日 
至 平成 20 年 12 月 31 日) 

区分 金額 百分比 金額 百分比 

      ％     ％ 

Ⅰ 売上高           

1 製品売上高 24,988   28,026   

2 商品売上高 31,285 56,273 100.0 27,392 55,419 100.0

Ⅱ 売上原価       

1 期首製品棚卸高 2,612   2,766   

2 当期製品製造原価 16,938   18,247   

3 他勘定振替高 294   792   

4 期末製品棚卸高 2,766   2,917   

  製品売上原価 16,489   17,304   

5 期首商品棚卸高 1,686   2,136   

6 当期商品仕入高 24,595   22,445   

7 他勘定振替高 240   △10   

8 期末商品棚卸高 2,136   1,117   

  商品売上原価 23,905 40,394 71.8 23,474 40,779 73.6 

  売上総利益  15,878 28.2  14,640 26.4 

 返品調整引当金戻入額 ―  101  

  返品調整引当金繰入額 ―  86  

 差引売上総利益 15,878 28.2  14,655 26.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  13,348 23.7  13,863 25.0 

  営業利益  2,530 4.5  791 1.4 

Ⅳ 営業外収益       

1 受取利息 8   9   

2 受取配当金 1,129   1,255   

3 受取ロイヤリティー 289   208   

4 固定資産賃貸料 213   200   

5 その他 170 1,810 3.2 334 2,009 3.6 

Ⅴ 営業外費用       

1 支払利息 299   321   

2 社債利息 7   4   

3 為替差損 52   203   

4 退職給付会計基準 
変更時差異償却額 501  528   

5 棚卸資産廃棄評価損 75  382   

6 その他 63 1,000 1.8 61 1,501 2.7 

  経常利益  3,340 5.9  1,299 2.3 
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             (単位 百万円) 

 
前事業年度 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

区分 金額 百分比 金額 百分比 

      ％     ％ 

Ⅵ 特別利益           

1 投資有価証券売却益 16  89   

2 関係会社貸倒引当金戻入益 ―  53   

3 抱合せ株式消滅差益 ―  353   

4 退職給付引当金取崩額 ―  46   

5 その他 0 17 0.0 ― 543 1.0 

Ⅶ 特別損失       

1 固定資産売却損 98   2   

2 固定資産除却損 57   27   

3 投資有価証券評価損 0   193   

4 関係会社株式評価損 ―   8   

5 関係会社出資金評価損 ―   31   

6 事業再編損失 ―   218   

7 関係会社貸倒引当金繰入額 46   39   

8 減損損失 132   266   

9 過年度返品調整引当金繰入額 ― 335 0.6 101 889 1.6 

  税引前当期純利益  3,022 5.4  953 1.7 

法人税、住民税及び事業税 979  101   

  法人税等調整額 149 1,129 2.0 419 521 0.9 

  当期純利益  1,893 3.4  432 0.8 
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株主資本等変動計算書 

 
前事業年度 （自 平成 19 年 1月 1日   至 平成 19 年 12 月 31 日）                          （単位 百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金
そ  の  他

資本剰余金
利益準備金

配当準備

積 立 金

別  途 

積立金 
繰越利益 

剰 余 金 

自己株式
株主資本

合    計

平成 18 年 12 月 31 日残高 2,340 10,005 921 315 240 5,500 1,355 △83 20,594

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当   △346 △346

 別途積立金の積立  500 △500 ―

 当期純利益   1,893 1,893

 自己株式の取得    △51 △51

 自己株式の処分  40   26 67

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) 
― ― 40 ― ― 500 1,047 △24 1,562

平成 19 年 12 月 31 日残高 

(百万円) 
2,340 10,005 962 315 240 6,000 2,402 △107 22,157

 
評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ 

損益 
評価・換算  

差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年 12 月 31 日残高 1,522 △1 1,521 22,116

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  ― △346

 別途積立金の積立  ― ―

 当期純利益  ― 1,893

 自己株式の取得  ― △51

 自己株式の処分  ― 67

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

△728 △2 △730 △730

事業年度中の変動額合計 

(百万円) 
△728 △2 △730 832

平成 19 年 12 月 31 日残高 

(百万円) 
794 △4 790 22,948
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当事業年度 （自 平成 20 年 1月 1日   至 平成 20 年 12 月 31 日）                          （単位 百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金
そ  の  他

資本剰余金
利益準備金

配当準備

積 立 金

別  途 

積立金 
繰越利益 

剰 余 金 

自己株式
株主資本

合    計

平成 19 年 12 月 31 日残高 2,340 10,005 962 315 240 6,000 2,402 △107 22,157

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当   △623 △623

 別途積立金の積立  1,000 △1,000 ―

 当期純利益   432 432

 自己株式の取得    △147 △147

 自己株式の処分  2   21 24

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) 
― ― 2 ― ― 1,000 △1,190 △125 △313

平成 20 年 12 月 31 日残高 

(百万円) 
2,340 10,005 964 315 240 7,000 1,211 △232 21,843

 
評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ 

損益 
評価・換算  

差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年 12 月 31 日残高 794 △4 790 22,948

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  ― △623

 別途積立金の積立  ― ―

 当期純利益  ― 432

 自己株式の取得  ― △147

 自己株式の処分  ― 24

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

△866 14 △851 △851

事業年度中の変動額合計 

(百万円) 
△866 14 △851 △1,165

平成 20 年 12 月 31 日残高 

(百万円) 
△71 10 △61 21,782
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《参考資料》 

 
販売実績(個別) 

（単位 百万円）

当事業年度 前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日) 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

     期  別 
       
  

品目別 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減率 

  万年筆 1,794  3.2 ％ 1,636 2.9 ％ 9.7 ％

筆 シャープペンシル 3,790  6.8  3,967 7.0   △4.5  

記 ボールペン 32,254  58.2  32,357 57.5   △0.3  

具 マーキングペン 5,351  9.7  5,136 9.1   4.2  

  計 43,190  77.9  43,097 76.6   0.2  

文   具 2,262  4.1  2,587 4.6  △12.6  

電算機用品類 6,649  12.0  7,389 13.1   △10.0  

貴金属・宝飾品類 1,493  2.7  1,494 2.7   △0.1  

その他 1,824  3.3  1,704 3.0   7.0  

合   計 55,419  100.0  56,273 100.0   △1.5  

 （輸出割合） （54.4％）    （53.3％）     
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