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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 13,129 ― 1,089 ― 1,223 ― 710 ―

20年12月期第1四半期 15,246 2.3 2,133 15.5 1,824 △1.4 1,038 △2.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 22.49 ―

20年12月期第1四半期 32.86 ―

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

21年12月期第1四半期 62,447 43,079 67.9 1,343.03
20年12月期 64,335 43,118 66.1 1,346.91

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  42,412百万円 20年12月期  42,535百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年12月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

9.00 ― 10.00 19.00

3.  平成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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

26,500 ― 1,000 ― 800 ― 400 ― 12.67

通期 51,000 △5.5 2,000 △53.5 1,600 △58.0 800 △59.8 25.33

－ 1 －



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページからの【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページからの【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等
は、状況の変化などにより、予想とは異なる場合があることをご承知おきください。業績予想の前提となる条件等については、３ページからの【定性的情報・
財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成して
おります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 34,143,146株 20年12月期  34,143,146株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  2,563,362株 20年12月期  2,563,090株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 31,579,942株 20年12月期第1四半期 31,599,136株
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 当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）におけるわが国経済は、米国発の金融

不安に端を発した世界的な金融市場の混乱が実態経済に波及し、世界同時不況の様相を呈してきた結果、多くの企業

の業績が、かつてないほど悪化し景気後退が加速しました。 

 また、当社グループが属する筆記具業界におきましても、世界的な消費の冷え込みに加えて流通段階での在庫調整

の影響も受け、業界を取り巻く環境はいっそう厳しさを増してきました。 

 このような状況の中、当社グループは、「 高の品質こそ 大のサービス」を社是に掲げ、常に品質向上と技術革

新に努めてきました結果、「クセになる、なめらかな書き味。」の油性ボールペン『JETSTREAM』、「芯が回ってト

ガり続ける」シャープペンシル『KURU TOGA』、「４億個のナノダイヤ」を配合し芯の強度を保ちながらより滑らか

な書き味を実現したシャープ替芯『ユニ ナノダイヤ』等、高付加価値で差別化された新製品の開発・販売を行って

きました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は13,129百万円になりました。また、利益面では、前年に比べて円

高に推移した為替相場の影響も加わり、営業利益は1,089百万円、経常利益は1,223百万円、四半期純利益は710百万

円となりました。 

  

資産、負債及び純資産に関する分析 

（１）資産 

 流動資産は前連結会計年度末に比べて、主として受取手形及び売掛金、たな卸資産が減少した事により684百万

円減少し38,482百万円となりました。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて、保有株式の時価評価による投資有価証券の減少により、1,203百万円減

少し23,964百万円となりました。 

（２）負債 

 流動負債は前連結会計年度末に比べて、支払手形及び買掛金が減少した事により1,351百万円減少し14,821百万

円となりました。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べて、繰延税金負債が減少した事により498百万円減少し4,546百万円となりま

した。 

（３）純資産 

 純資産は、利益剰余金が増加した一方で、その他有価証券評価差額金が減少した結果、前連結会計年度末に比べ

て38百万円減少し43,079百万円となりました。 

  

 平成21年12月期の連結業績予想につきましては、平成21年２月16日に公表いたしました連結業績予想から変更はあ

りません。 

  

 該当事項はありません。  

①簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

（固定資産の減価償却の算定方法） 

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等や一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

－ 3 －

三菱鉛筆㈱ （7976） 平成21年12月期第１四半期決算短信 



②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 当社及び一部国内連結子会社の税金費用については、連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によってお

ります。 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに

伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。 

 これに伴う損益に与える影響は軽微であります。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これに伴う損益に与える影響は軽微であります。 

④在外子会社等の財務諸表項目の換算方法 

 在外子会社等の収益及び費用は、従来、当該子会社等の決算日の為替相場により換算しておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。この変更は、連結会計年度を通じて発

生する収益及び費用の各項目について、より実態に即した換算を行うために行ったものであります。 

 これに伴う損益に与える影響は軽微であります。  

  

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、当第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人

税法の改正を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 これに伴う損益に与える影響は軽微であります。  

（３）四半期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

（追加情報）

－ 4 －

三菱鉛筆㈱ （7976） 平成21年12月期第１四半期決算短信 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,795 9,613

受取手形及び売掛金 14,167 14,530

たな卸資産 11,960 12,709

その他 1,704 2,458

貸倒引当金 △145 △143

流動資産合計 38,482 39,167

固定資産   

有形固定資産 14,293 14,038

無形固定資産 334 319

投資その他の資産   

投資有価証券 6,544 7,897

その他 2,792 2,912

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 9,337 10,810

固定資産合計 23,964 25,168

資産合計 62,447 64,335

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,042 9,098

短期借入金 1,788 1,792

未払法人税等 308 380

賞与引当金 818 400

返品引当金 63 63

その他 3,800 4,438

流動負債合計 14,821 16,173

固定負債   

長期借入金 57 69

退職給付引当金 3,187 3,134

役員退職慰労引当金 605 588

その他 696 1,252

固定負債合計 4,546 5,044

負債合計 19,368 21,217
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,497 4,497

資本剰余金 3,673 3,673

利益剰余金 35,773 35,372

自己株式 △2,393 △2,393

株主資本合計 41,550 41,150

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,198 2,014

繰延ヘッジ損益 △13 △0

為替換算調整勘定 △323 △629

評価・換算差額等合計 862 1,385

少数株主持分 666 582

純資産合計 43,079 43,118

負債純資産合計 62,447 64,335
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 13,129

売上原価 7,480

売上総利益 5,649

販売費及び一般管理費 4,559

営業利益 1,089

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 2

受取地代家賃 35

為替差益 137

その他 27

営業外収益合計 207

営業外費用  

支払利息 5

持分法による投資損失 12

シンジケートローン手数料 32

その他 23

営業外費用合計 73

経常利益 1,223

特別損失  

固定資産除売却損 12

投資有価証券評価損 5

特別損失合計 17

税金等調整前四半期純利益 1,205

法人税等 428

少数株主利益 66

四半期純利益 710
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しておりま

す。 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期 
自平成 20 年１月 １日 

至平成 20 年 3月 31 日 区分 

金 額 

（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 15,246 100.0

Ⅱ 売上原価 8,348 54.8

売上総利益 6,898 45.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,764 31.2

営業利益 2,133 14.0

Ⅳ 営業外収益 107 0.7

Ⅴ 営業外費用 415 2.7

経常利益 1,824 12.0

Ⅵ 特別利益 21 0.1

Ⅶ 特別損失 55 0.4

税金等調整前四半期純利益 1,791 11.7

法人税等 696 4.5

少数株主利益 56 0.4

四半期純利益 1,038 6.8
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