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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 15,066 ― △157 ― △290 ― △788 ―

20年12月期第1四半期 20,055 2.8 1,796 17.4 1,444 37.6 675 8.5

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 △3,416.95 ―

20年12月期第1四半期 2,923.34 2,904.46

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 77,614 27,616 34.7 116,763.79
20年12月期 75,439 27,690 35.8 117,155.96

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  26,950百万円 20年12月期  27,036百万円

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 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

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  
※平成21年12月期の第2四半期累計期間の業績見通しにつきましては、平成21年2月16日に開示いたしました「平成20年12月期 決算短信」において第1
四半期の決算発表時に開示する予定としておりましたが、昨今の市場環境の変化から、景気動向の先行きに不透明感が増していることにより、現時点で
の第2四半期業績予想の開示は投資家の皆様の投資判断に誤解を与えてしまうおそれがございますので、一旦見送りとさせていただき、今後第2四半期
の連結業績見通しが立ち次第、速やかに開示する予定です。 

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 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 72,000 △10.1 2,700 △59.4 300 △94.1 200 △81.4 866.49
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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  

(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、４ページ【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、４ページ【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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる条件等については、３ページ【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。 
 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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第5
0号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

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 234,072株 20年12月期  234,072株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  3,257株 20年12月期  3,297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 230,806株 20年12月期第1四半期 230,973株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融環境の悪化による海外景気の低迷で、
為替・株式相場も大きく安定感を欠くなか、雇用や設備投資面にも急速な調整圧力が加わり、その波及速
度は予想を上回るものとなりました。  
 このような情勢下で、国内外の筆記具・文具業界におきましても、流通の在庫調整に留まらず、個人消
費や法人需要の減退から、企業収益を強く下押しする結果となりました。  
 当社グループにおきましては、当第１四半期連結累計期間の年頭より厳しい見通しを想定し、一部で海
外市場の需給関係を考慮のうえ、販売価格を見直すなどの緊急対策も講じてまいりました。    
 また平成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」で公表のとおり、経営環境の急激な変化に機動的な対応をすべく、当社は本再編計画における平塚工
場の建替計画の一部を凍結し、今後これらに要する新規の設備投資額を削減してまいります。  
 このような状況におきましても、今後の戦略商品と位置付ける滑らかな油性ボールペン「アクロボー
ル」や、ノック式の低粘度水性ボールペン「ＶボールＲＴ」の販売が善戦いたしました。新製品筆記具で
はスマートでシンプルな万年筆「プレラ」や、フリクションシリーズの超極細ゲルインキボールペン「フ
リクションポイント04」を投入するなど、国内外で業績の底上げを図ってまいりました。  
 しかしながら、前第４四半期連結会計期間以降の市場における急速な需要減退や為替等の影響を大きく
受け、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は150億66百万円(前年同期比24.9%減)となりました。商況
につきましては、国内連結売上高が67億24百万円となり、海外連結売上高が83億42百万円となりました。 
 当第１四半期連結累計期間の連結業績損益面につきましては、営業損失は１億57百万円(前年同期は営
業利益17億96百万円)、経常損失は２億90百万円(前年同期は経常利益14億44百万円)となり、さらに四半
期純損失は７億88百万円(前年同期は四半期純利益６億75百万円)となりました。 
  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比21億74百万円増加し、776億14百万円と
なりました。 
 流動資産は16億49百万円増加の446億88百万円となり、固定資産は５億24百万円増加の329億25百万円と
なりました。 
 流動資産については、「仕掛品」が27億76百万円、「原材料及び貯蔵品」が2億58百万円、「現金及び
預金」が20億70百万円それぞれ増加し、「商品及び製品」が14億15百万円、「受取手形及び売掛金」が20
億42百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。 
また、固定資産については、「建設仮勘定」の７億82百万円増加が主な要因であります。 
 負債は、前連結会計年度末比22億48百万円増加し、499億97百万円となりました。 
 流動負債は、17億84百万円増加の303億15百万円となり、固定負債は４億63百万円増加の196億82百万円
となりました。 
 流動負債については、「短期借入金」が29億40百万円増加したことが主な要因であり、固定負債につい
ては、「長期借入金」が５億２百万円増加したことによるものであります。 
 純資産は、前連結会計年度末比73百万円減少し、276億16百万円となりました。これは主に「為替換算
調整勘定」が10億円増加し、「その他有価証券評価差額金」が1億96百万円、「利益剰余金」が８億67百
万円減少したことによるものです。 
  
  

  

 平成21年12月期の第2四半期累計期間の業績見通しにつきましては、平成21年2月16日に開示いたしま
した「平成20年12月期 決算短信」において第1四半期の決算発表時に開示する予定としておりました
が、昨今の市場環境の変化から、景気動向の先行きに不透明感が増していることにより、現時点での第2
四半期業績予想の開示は投資家の皆様の投資判断に誤解を与えてしまうおそれがございますので、一旦見
送りとさせていただき、今後第２四半期の連結業績見通しが立ち次第、速やかに開示する予定です。 
 なお、通期の連結業績見通しにつきましては、平成21年２月16日付で公表した数値から変更しておりま
せん。 
 当社グループは、今後の景気回復時期を見据えた経営戦略を早期に構築し、世界市場への新たな販売攻
勢による収益の確保と、製造コストや設備投資額の徹底した削減努力はもとより、あらゆる経費を見直
し、支出の縮小化に向けて一丸で取り組んでまいります。 

  

・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
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該当事項はありません。 
  

  

１．簡便な会計処理 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 一部の連結子会社において、当第１四半期連結会計期間末の一般債権の貸倒見積高算定に関しては、
貸倒実績率に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積
高を算定しております。 
  
②棚卸資産の評価方法 
 一部の連結子会社において、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残高に基づき、合理的方法により算定する方法によっております。
 また、棚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
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
 
③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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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・プランニングを利用する方法、あるいは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、又は、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、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等を適用しております。 
  
④固定資産の減価償却費の算定方法 
 当社及び主な連結子会社は、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を採用しております。 
  
２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
  税金費用の計算 
 主な連結子会社は、税金費用については、第１四半期連結期間を含む連結会計年度の税引前当期純利
益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ
て計算しております。ただし、当該実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果と
なる会社については、重要な加減算項目を加味し、法定実効税率を使用して計算しております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
  
  
  

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 
  
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)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。  
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正
する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改
正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。  
  
 
２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 当社及び国内連結子会社は第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
業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準及び評価方法につい
ては、原則として移動平均法による原価法から、原則として移動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）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間における売上総利益、営業
利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ185百万円減少しております。 
 また、当社及び国内連結子会社は、上記「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用するのを契機
に、当社グループの会計方針の見直しを行い、従来、営業外費用にて計上しておりました棚卸廃棄損及
び棚卸評価損を、当第１四半期連結会計期間から売上原価として処理する方法に変更いたしました。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第１四半期累計期間における売上総利益及び営業利

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) 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
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益がそれぞれ200百万円減少しております。 
  
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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。 
 これにより、当第１四半期連結累計期間の売上総利益は164百万円減少し、経常利益は15百万円増
加、また、税金等調整前四半期純利益は19百万円減少しております。また、期首剰余金が152百万円増
加しております。 
  
４．リース取引に関する会計基準の適用 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日
（企業会計審議会第一部会）平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）平成
19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適
用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用
し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用
初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理を採用しております。また、借主側の所有権移転外ファイナンス・リース取引に
係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
を採用しております。 
 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 
  
（表示方法の変更）  
前連結会計年度まで、自製部分品を「商品及び製品」に含めて表示しておりましたが、明瞭性の観点よ
り棚卸資産の区分を見直し、自製部分品のうち次工程振替品については、当第１四半期連結累計期間か
ら、「仕掛品」に含めて表示しております。なお、前連結会計年度末の「商品及び製品」に含まれてい
る当該仕掛品残高は24億33百万円であります。 
  
（追加情報） 
重要な減価償却資産の償却方法 
有形固定資産 
 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、機
械装置については、改正後の法人税法に基づく耐用年数による償却方法に変更しております。 
 これにより前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前四
半期純利益が、それぞれ23百万円減少しております。  
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１【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 6,804 4,734

受取手形及び売掛金 15,538 17,580

商品及び製品 13,287 14,702

仕掛品 3,931 1,155

原材料及び貯蔵品 1,791 1,532

繰延税金資産 1,223 1,479

その他 2,530 2,404

貸倒引当金 △420 △550

流動資産合計 44,688 43,038

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,047 16,968

減価償却累計額 △9,951 △9,745

建物及び構築物（純額） 7,095 7,222

機械装置及び運搬具 23,421 23,127

減価償却累計額 △19,736 △19,327

機械装置及び運搬具（純額） 3,684 3,799

工具、器具及び備品 14,158 13,910

減価償却累計額 △12,568 △12,298

工具、器具及び備品（純額） 1,590 1,612

その他 205 －

減価償却累計額 △129 －

その他（純額） 75 －

土地 7,006 6,831

建設仮勘定 2,299 1,517

有形固定資産合計 21,750 20,982

無形固定資産   

借地権 4,545 4,545

その他 338 350

無形固定資産合計 4,883 4,895

投資その他の資産   

投資有価証券 3,583 4,046

繰延税金資産 235 95

前払年金費用 1,835 1,751

その他 799 806

貸倒引当金 △162 △177

投資その他の資産合計 6,291 6,522

固定資産合計 32,925 32,400

資産合計 77,614 75,439
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,376 12,985

短期借入金 9,338 6,397

1年内返済予定の長期借入金 2,492 2,366

1年内償還予定の社債 － 50

未払法人税等 267 605

未払費用 2,135 2,176

繰延税金負債 29 7

返品調整引当金 105 94

賞与引当金 680 476

役員賞与引当金 88 33

事業構造改善引当金 71 133

設備関係支払手形 1,306 1,384

その他 1,421 1,818

流動負債合計 30,315 28,530

固定負債   

長期借入金 16,553 16,051

繰延税金負債 311 344

退職給付引当金 825 718

役員退職慰労引当金 135 194

負ののれん 1,528 1,558

その他 327 351

固定負債合計 19,682 19,219

負債合計 49,997 47,749

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,340 2,340

資本剰余金 8,831 8,831

利益剰余金 20,259 21,126

自己株式 △230 △232

株主資本合計 31,201 32,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △241 △44

繰延ヘッジ損益 △14 10

為替換算調整勘定 △3,993 △4,994

評価・換算差額等合計 △4,250 △5,028

少数株主持分 665 653

純資産合計 27,616 27,690

負債純資産合計 77,614 75,439
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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 15,066

売上原価 9,134

売上総利益 5,931

販売費及び一般管理費 ※１  6,089

営業損失（△） △157

営業外収益  

受取利息 73

負ののれん償却額 30

為替差益 2

その他 59

営業外収益合計 165

営業外費用  

支払利息 124

退職給付会計基準変更時差異の処理額 144

その他 29

営業外費用合計 298

経常損失（△） △290

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 89

特別利益合計 90

特別損失  

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損 134

関係会社株式評価損 1

事業構造改善費用 ※２  44

特別損失合計 181

税金等調整前四半期純損失（△） △382

法人税等 ※３  408

少数株主損失（△） △1

四半期純損失（△） △788
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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。  

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 
  

(四半期損益計算書関係） 

 
  

（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

（５） その他の注記

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
(平成20年12月31日)

 
 受取手形割引高 105百万円

 
 受取手形割引高 174百万円

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)

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は下記のとおりであります。

 

 広告宣伝費 1,087百万円

 運賃荷造費   567

 給与手当 1,634

 賞与    24

 賞与引当金繰入額   288

 貸倒引当金繰入額    34

 退職給付費用  128

 減価償却費   157

 研究開発費   291

※２ 事業構造改善費用は、国内生産体制の再編に伴う諸費用、および在外連結子会社における事業再 
   編に伴う退職費用等であります。

※３ 法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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