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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 1,636 ― △17 ― △16 ― △2 ―
20年12月期第1四半期 2,109 △14.6 △94 ― △122 ― △59 ―

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 △0.06 ―
20年12月期第1四半期 △1.33 ―

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 7,742 2,208 28.3 49.08
20年12月期 8,419 2,225 26.2 49.49

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  2,189百万円 20年12月期  2,207百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

3,900 △11.1 20 ― △25 ― △35 ― △0.78

通期 8,000 △4.4 140 ― 50 ― 30 ― 0.67



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  

(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） 

(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 
本資料に掲載されている業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、上記の予想と実際の業績との間には今後様々な要因
によって差異が生じる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は3ページ「定性的情報・財務諸表等」をご覧ください。 
 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）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
運用指針第14号）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 無

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 44,710,587株 20年12月期  44,710,587株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  98,413株 20年12月期  93,943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 44,615,320株 20年12月期第1四半期 44,632,076株



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

　　　当第１四半期（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、米国に端を発した世界

　　的な金融危機の影響を受け、企業収益の急速な悪化に伴う設備投資の停滞や、雇用、所得環境の厳しさによる個

　

　　人消費の低迷という状況が続きました。　　　

　　　このような状況のもと、当社グループに積極的な販売活動を展開いたしたものの、企業の設備投資の停滞や個

　　人消費の減速の影響により、当第１四半期の連結売上高は16億３千６百万円（対前年同期比22.4％減少）となり

　　ました。これに伴い損益に関しましては徹底した経費削減策を実施したものの、営業損失１千７百万円、経常損

　　失１千６百万円、四半期純損失２百万円となりました。

　　　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　　　（ロボット機器部門）

　　　世界的な不況の影響を受け、国内外の企業の設備投資が停滞したため、受注が低迷し、売上高は３億５千８百

　　万円（前年同期比32.8％減少）にとどまり、営業損失５千９百万円（前年同期は５千６百万円の損失）となりま

　　した。

　　　（文具部門）

　　　遊技場業界向けは回復の基調が見られたものの、個人消費の低迷による影響は大きく、売上高は12億７千７百

　　万円（前年同期比18.9％減少）となりましたが、経費削減策の効果もあり営業利益は４千２百万円（前年同期は

　　３千７百万円の損失）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　(1)　資産、負債及び純資産の状況

　　（資産の状況）

　　　　資産合計は、前連結会計年度末に比べて６億７千６百万円減少し、77億４千２百万円になりました。このう

　　　ち流動資産は受取手形及び売掛金が減少したことにより３億４百万円減少し、45億３千４百万円となりま

　　　した。また、固定資産は投資有価証券の売却及び保険積立金の解約により３億７千２百万円減少し、32億７百

　　　万円となりました。

　　（負債の状況）　

　　　　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２億１千９百万円、短期借入金３億９百万円の減

　　　少があったものの、固定負債よりの移動分として１年内返済長期借入金３億円、１年内償還社債３億２千万円

　　　の増加等により、前期末より２千６百万円増加し41億２千１百万円となりました。

　　　　固定負債は、社債３億５千５百万円、長期借入金３億８百万円の減少により、前期末より６億８千６百万円

　　　減少し、14億１千２百万円となりました。

　　（純資産の状況）

　　　　純資産は前連結会計年度末に比べて利益剰余金、有価証券評価差額金の減少により１千７百万円減少し、22

　　　億８百万円となりました。

　　（キャッシュ・フローの状況）

　　　　営業活動により得た資金は２千４百万円となり、投資活動により得た資金は投資有価証券の売却及び保険積

　　　立金の解約により３億５百万円となりました。財務活動に要した資金は有利子負債の減少により３億５千２百

　　　万円となりました。その結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて１千６百万

　　　円減少し、６億６千３百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　通期の連結業績予想につきましては、平成21年２月24日に公表いたしました連結業績予想に変更ありません。
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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）

　　該当事項はありません。

（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

①　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定する方法によっております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

もり、簿価引き下げを行う方法によっております。

②　固定資産の減価償却費の算定方法　

　定率法を採用している資産については、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。

（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

① 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有する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（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

 　この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益は6,380千円減少しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 668,157 684,208

受取手形及び売掛金 1,786,388 2,139,218

たな卸資産 1,954,253 1,875,619

その他 144,078 158,364

貸倒引当金 △18,061 △18,089

流動資産合計 4,534,817 4,839,321

固定資産   

有形固定資産 2,182,404 2,197,831

無形固定資産 15,514 17,644

投資その他の資産   

投資有価証券 847,430 925,302

その他 476,055 751,630

貸倒引当金 △313,934 △312,613

固定資産合計 3,207,471 3,579,796

資産合計 7,742,289 8,419,117

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,088,498 1,307,543

短期借入金 1,822,900 2,132,000

1年内返済予定の長期借入金 433,200 133,200

1年内償還予定の社債 590,000 270,000

未払法人税等 9,020 27,169

賞与引当金 21,510 12,605

その他 156,646 212,801

流動負債合計 4,121,775 4,095,319

固定負債   

社債 － 355,000

長期借入金 50,200 358,500

退職給付引当金 894,950 894,950

繰延税金負債 19,625 42,498

再評価に係る繰延税金負債 447,293 447,293

固定負債合計 1,412,069 2,098,242

負債合計 5,533,845 6,193,562
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（単位：千円）

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 5,381,449 5,381,449

資本剰余金 500,000 500,000

利益剰余金 △3,428,949 △3,426,141

自己株式 △18,608 △18,608

株主資本合計 2,433,892 2,436,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 69,694 86,277

土地再評価差額金 △309,014 △309,014

為替換算調整勘定 △5,109 △6,103

評価・換算差額等合計 △244,429 △228,839

少数株主持分 18,981 17,695

純資産合計 2,208,444 2,225,555

負債純資産合計 7,742,289 8,419,117
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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：千円）

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 1,636,764

売上原価 1,154,404

売上総利益 482,360

販売費及び一般管理費 499,641

営業損失（△） △17,281

営業外収益  

受取利息 305

受取配当金 2,589

為替差益 5,794

持分法による投資利益 11,991

その他 1,263

営業外収益合計 21,943

営業外費用  

支払利息 19,286

その他 2,324

営業外費用合計 21,611

経常損失（△） △16,949

特別利益  

投資有価証券売却益 47,808

特別利益合計 47,808

特別損失  

たな卸資産評価損 6,380

貸倒引当金繰入額 1,281

保険解約損 21,474

特別損失合計 29,135

税金等調整前四半期純利益 1,722

法人税、住民税及び事業税 5,343

少数株主利益 812

四半期純損失（△） △2,807
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,722

減価償却費 34,519

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,293

受取利息及び受取配当金 △2,894

支払利息 19,286

持分法による投資損益（△は益） △11,991

有価証券売却損益（△は益） △47,808

保険解約損益（△は益） 21,474

売上債権の増減額（△は増加） 356,161

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,043

仕入債務の増減額（△は減少） △228,836

その他 △4,308

小計 65,576

利息及び配当金の受取額 2,894

利息の支払額 △16,553

法人税等の支払額 △27,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,747

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △5,000

定期預金の払戻による収入 5,000

有形固定資産の取得による支出 △49,074

投資有価証券の売却による収入 99,632

貸付けによる支出 △2,000

貸付金の回収による収入 1,060

保険積立金の解約による収入 254,813

その他 792

投資活動によるキャッシュ・フロー 305,223

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △309,100

長期借入金の返済による支出 △8,300

社債の償還による支出 △35,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △352,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,050

現金及び現金同等物の期首残高 679,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 663,157
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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）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）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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

ロボット事業
（千円）

文具事業
（千円）

計（百万円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 358,771 1,277,993 1,636,764 － 1,636,764

営業費用 418,392 1,235,653 1,654,046 － 1,654,046

営業利益 △59,621 42,339 △17,281 － △17,281

 

〔所在地別セグメント情報〕

日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 1,517,763 89,332 29,668 1,636,764 － 1,636,764

営業費用 1,534,246 91,257 28,541 1,654,046 － 1,654,046

営業利益 △16,483 △1,924 1,126 △17,281 － △17,281

 

〔海外売上高〕

 アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 46,018 25,462 92,002 2,941 166,425

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 1,636,764

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
2.8 1.6 5.6 0.2 10.2

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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セーラー万年筆（株）（7992）平成21年12月期　第１四半期決算短信



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 2,109

Ⅱ　売上原価 1,538

売上総利益 570

Ⅲ　販売費及び一般管理費 664

営業損失 94

Ⅳ　営業外収益 19

Ⅴ　営業外費用 48

経常損失（△） △122

Ⅵ　特別利益 235

Ⅶ　特別損失 165

税金等調整前四半期純損失
（△）

△52

税金費用 5

少数株主損益 △0

四半期純損失（△） 59

－ 2 －
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前四半期（当期）純損失　 △52

　減価償却費 38

　貸倒引当金の増減額 △2

　退職給付引当金の増減額 △228

役員退職慰労引当金の増減額　 167

受取利息及び受取配当金　 △1

支払利息　 21

持分法による投資損益　 △13

為替差損益　 3

売上債権の減少額　 222

棚卸資産の増減額　 △11

仕入債権の増減額　 53

その他　 △7

小計 189

利息及び配当金の受取額　 1

利息の支払額　 △21

法人税等の支払額 △29

営業活動によるキャッシュ・フロー 139

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出　 △28

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 9

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △25

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額　 △797

長期借入れによる収入　 300

社債の償還による支出　 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △532

－ 3 －
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前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額）

△422

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,336

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 913

－ 4 －
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

ロボット事業
（百万円）

文具事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 533 1,575 2,109 － 2,109

営業費用 589 1,613 2,203 － 2,203

営業損失（△） △56 △37 △94 － △94

６．その他の情報

　　該当事項はありません。

 

－ 5 －

セーラー万年筆（株）（7992）平成21年12月期　第１四半期決算短信


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	NextPage0_0-2009/04/30 12:32:413302446: - 1 -
	NextPage0_1-2009/04/30 12:32:417833899: - 2 -
	NextPage0_2-2009/04/30 12:32:418146413: - 3 -
	NextPage0_3-2009/04/30 12:32:418302670: - 4 -
	NextPage0_4-2009/04/30 12:32:418458927: - 5 -
	NextPage0_5-2009/04/30 12:32:418615184: - 6 -
	NextPage0_6-2009/04/30 12:32:418927698: - 7 -
	NextPage0_7-2009/04/30 12:32:419083955: - 8 -
	NextPage0_8-2009/04/30 12:32:419240212: - 9 -
	NextPage0_9-2009/04/30 12:32:419396469: - 10 -
	NextPage0_10-2009/04/30 12:32:419708983: - 11 -
	NextPage0_11-2009/04/30 12:32:419865240: - 12 -
	NextPage0_12-2009/04/30 12:32:420021497: - 13 -


