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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 24,580 ― 1,606 ― 2,031 ― 1,277 ―

20年12月期第2四半期 29,295 2.7 3,007 11.7 3,092 0.5 1,860 △7.0

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2四半期 40.60 ―

20年12月期第2四半期 58.88 ―

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2四半期 62,413 44,076 69.9 1,392.53
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2四半期  43,642百万円 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 ― 9.00

21年12月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 51,000 △5.5 2,000 △53.5 1,600 △58.0 800 △59.8 25.48

－ 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2四半期 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2四半期  2,802,968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2四半期 31,460,233株 20年12月期第2四半期 31,598,806株

－ 2 －



 当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、昨年秋以降に拡大

した米国発の金融危機の影響による世界的な景気後退により、企業収益が大幅に減少し雇用・所得環境も悪化し、

個人消費の低迷に回復の兆しが見えないまま推移しました。 

 当社グループの属する筆記具業界におきましても、世界的な在庫調整の影響に加えて、法人を中心とした需要収

縮に歯止めがかからず、業界を取り巻く環境は非常に厳しいものとなりました。 

 このような中、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、昨年来から好評の油性ボールペン『JETSTREAM』やシャープペンシル『KURU TOGA』に加えて、

当第２四半期に新たに発売した「選べるリフィル」×「選べるホルダー」を商品コンセプトにし、自分に合った機

能とスタイリングを選べる筆記具『ＳＴＹＬＥ－ＦＩＴ』や、世界のどこにもないユニークな240色の色鉛筆『uni 

COLOR 240 LIMITED EDITION』等、高付加価値で差別化された新製品の開発を行ってきました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、245億80百万円になりました。また、営業利益は16億６百万

円、経常利益は20億31百万円、四半期純利益は12億77百万円となりました。 

  

資産、負債及び純資産に関する分析 

（１） 資産 

 当第２四半期連結会計期間末における資産は624億13百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億22百万

円減少しました。主な内容は売上高減少による受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

（２） 負債 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は183億37百万円となり、前連結会計年度末と比較して28億80百万

円減少しました。主な内容は仕入れの減少による支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

（３） 純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は440億76百万となり、前連結会計年度末と比較して９億57百万

円増加しました。主な内容は、利益剰余金の増加及び、為替相場の変動による為替換算調整勘定の増加によるも

のであります。 

  

 平成21年12月期の連結業績予想につきましては、第３四半期、第４四半期における国内、海外の経済動向ならび

に、その業績に与える影響が依然として不透明であることから、平成21年２月16日に公表いたしました連結業績予

想を据え置くことといたします。 

  

 該当事項はありません。   

①簡便な会計処理 

（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。 

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） 

 当社及び一部連結子会社の税金費用については、当第２四半期連結会計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。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。  

【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
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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「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 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ようになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、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。 

 なお、リース取引開始日が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、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。  

⑤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、会計期間を通じて発生す

る収益及び費用の各項目について、会計期間末近くの急激な為替変動の影響を排除し、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。 

  

（追加情報） 

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
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 12,933 9,613

受取手形及び売掛金 12,044 14,530

たな卸資産 10,524 12,709

その他 1,557 2,458

貸倒引当金 △144 △143

流動資産合計 36,915 39,167

固定資産   

有形固定資産 14,463 14,038

無形固定資産 193 319

投資その他の資産   

投資有価証券 7,927 7,897

その他 2,913 2,912

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 10,841 10,810

固定資産合計 25,498 25,168

資産合計 62,413 64,335
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 6,289 9,098

短期借入金 1,578 1,792

未払法人税等 482 380

賞与引当金 304 400

返品引当金 61 63

その他 4,461 4,438

流動負債合計 13,177 16,173

固定負債   

長期借入金 47 69

退職給付引当金 2,928 3,134

役員退職慰労引当金 615 588

負ののれん 311 －

その他 1,257 1,252

固定負債合計 5,160 5,044

負債合計 18,337 21,217

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 36,340 35,372

自己株式 △2,517 △2,393

株主資本合計 41,994 41,150

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,012 2,014

繰延ヘッジ損益 3 △0

為替換算調整勘定 △367 △629

評価・換算差額等合計 1,648 1,385

少数株主持分 433 582

純資産合計 44,076 43,118

負債純資産合計 62,413 64,335
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 24,580

売上原価 14,458

売上総利益 10,122

販売費及び一般管理費 8,515

営業利益 1,606

営業外収益  

受取利息 9

受取配当金 98

受取地代家賃 76

負ののれん償却額 45

為替差益 166

その他 122

営業外収益合計 518

営業外費用  

支払利息 14

持分法による投資損失 11

シンジケートローン手数料 32

その他 36

営業外費用合計 94

経常利益 2,031

特別損失  

固定資産除売却損 15

出資金評価損 11

過年度租税公課 37

特別損失合計 64

税金等調整前四半期純利益 1,966

法人税等 623

少数株主利益 66

四半期純利益 1,277
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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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        29,295  100.0

Ⅱ 売上原価        16,143  55.1

売上総利益        13,151  44.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        10,143  34.6

営業利益        3,007  10.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  16            

２．受取配当金  126            

３．受取家賃及び地代   83            

４．持分法による投資利益  13            

５．その他  121  361  1.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  22            

２．為替差損  198            

３．売上割引  16            

４．その他  40  277  0.9

経常利益        3,092  10.6

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  2            

２．連結子会社所有の 
  親会社株式売却益   0            

３．投資有価証券売却益  5            

４．貸倒引当金戻入益  6  14  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却及び 
  除却損   19            

２．投資有価証券評価損  53            

３．役員退職慰労金  8            

４．過年度役員退職慰労引当
金繰入額 

 13  95  0.3

税金等調整前中間純利益        3,011  10.3

法人税、住民税及び事業
税  1,018            

法人税等調整額  66  1,085  3.7

少数株主利益        65  0.2

中間純利益        1,860  6.4
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