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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 32,387 ― 256 ― 119 ― △701 ―

20年12月期第2四半期 42,008 1.5 4,544 19.6 4,011 17.6 2,289 18.3

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 △3,035.74 ―

20年12月期第2四半期 9,922.22 9,860.35

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 77,331 28,677 36.2 120,943.51
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2四半期  27,994百万円 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 ― 1,000.00

21年12月期 
（予想）

― 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 67,000 △16.3 1,000 △84.9 700 △86.1 △450 ― △1,944.10
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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 

 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。実際の実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、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2四半期 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2四半期  2,602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2四半期 230,970株 20年12月期第2四半期 230,761株
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当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、昨年秋に発生した金融危機の影響が先進国のみなら
ず、新興国にも及んだ状態が続き、世界的に需要全般が低迷いたしました。また為替も前年同期に比べ、
円高水準に推移いたしました。  
  当社グループの主力事業であります国内外のスティショナリー市場におきましても、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、引き続き厳しい環境でありました。  
  このような状況の中、当社グループは、国内におきましては、インキの濃さとなめらかさが特徴の油性
ボールペン「アクロボール」や、消せるインキを使用した「フリクション」シリーズの筆記具、好みのカ
ラーと筆記幅を選んで組み合わせられる極細ゲルインキボールペン「ハイテックＣコレト」、安全性の高
い原材料で作られたなめらかな描き心地のゲルクレヨン「クレオロール」等、当社の特徴である高機能な
高付加価値商品の拡大と定着を図り、過激な価格競争とは一線を画した販売活動を展開してまいりまし
た。  
  また海外におきましても、国内同様、高品質・高機能商品を中心に拡販を進め、世界戦略商品と位置付
ける「Acroball(アクロボール)」の販促強化による法人需要の喚起、「FRIXION (フリクション)」シリー
ズの欧州市場における拡販と米州市場における定着に取り組んでまいりました。特に欧州におきまして
は、環境に配慮した商品である「BEGREEN（ビグリーン）」シリーズの認知が企業イメージの向上に資し
ております。  
  しかしながら市場環境の厳しさと為替等の影響を大きく受け、当第２四半期連結累計期間の連結売上高
は323億87百万円（前年同期比22.9％減）となり、これを国内外別に分けますと、国内連結売上高が130億
73百万円（前年同期比10.1％減）、海外連結売上高が193億14百万円（前年同期比29.7％減）でありまし
た。連結業績損益面につきましては、営業利益が２億56百万円（前年同期比94.4％減）、経常利益が１億
19百万円（前年同期比97.0％減）、四半期純損失が７億1百万円（前年同期は四半期純利益22億89百万
円）となりました。 
 なお、前年同期比は参考として記載しております。 
  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比18億91百万円増加し、773億31百万円と
なりました。 
 流動資産は13億82百万円増加し444億20百万円となり、固定資産は５億９百万円増加し329億10百万円と
なりました。 
 流動資産については、「現金及び預金」が33億円増加し、「受取手形及び売掛金」が11億１百万円減少
しております。 
 固定資産については、主に生産拠点の再編計画に基づく「建物及び構築物」の増加20億63百万円、「建
設仮勘定」の減少８億53百万円、また、吸収合併をした子会社の年金制度統合による「前払年金費用」の
減少５億81百万円が主な要因であります。 
 負債は、前連結会計年度末比９億４百万円増加し、486億54百万円となりました。 
 流動負債は、１億71百万円減少し283億59百万円となり、固定負債は10億75百万円増加し202億95百万円
となりました。 
 流動負債については、「支払手形及び買掛金」が22億13百万円減少する一方、「短期借入金」が22億6
百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が２億79百万円それぞれ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」の増加18億46百万円、「退職給付引当金」の減少３億52百万円によるも
のであります。 
 純資産は、前連結会計年度末比９億87百万円増加し、286億77百万円となりました。これは主に「為替
換算調整勘定」の増加16億60百万円、「利益剰余金」の減少７億12百万円によるものです。 
  
  

  

平成21年12月期の通期業績予想につきましては、平成21年７月31日付「業績予想の修正に関するお知ら
せ」におきまして、平成21年２月16日付で公表した数値から変更をいたしました。  
 これは、当第２四半期累計期間における経済情勢ならびに当社グループ業績を踏まえ、今後の見通しを
検討いたしました結果、スティショナリー市場におきましては、法人需要に若干の回復のきざしは見られ
るものの、まだまだ楽観を許さず、また個人需要の冷え込みは引き続き厳しい状況が続くと判断されたこ
とによるものであります。当社グループは、中長期的な視点に立った販売戦略を堅持しつつも、目前の厳
しい現状を乗り切るために、市場に対応したプロモーションを伴う販売活動を展開するとともに、あらゆ
る経費の徹底的な削減により、収益の確保を目指してまいります。  
  

  

【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２四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２四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、当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間における売上総利益、営業
利益、経常利益がそれぞれ382百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が同額増加しております。 
 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、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２四半期連結累計期間における売上総利益及び営

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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業利益がそれぞれ344百万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 
 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２四半期連結累計期間の売上総利益は367百万円減少し、営業利益は10百万円減
少、経常利益は45百万円減少、税金等調整前四半期純損失は62百万円増加しております。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 
 当社及び国内連結子会社は、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、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。 
 これによる損益への影響はありません。 
  
（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、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、経常利益がそれぞれ47百万
円減少し、税金等調整前四半期純損失が同額増加しております。  
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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：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 8,034 4,734

受取手形及び売掛金 16,479 17,580

商品及び製品 12,247 14,702

仕掛品 3,724 1,155

原材料及び貯蔵品 1,663 1,532

繰延税金資産 1,214 1,479

その他 1,404 2,404

貸倒引当金 △348 △550

流動資産合計 44,420 43,038

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,031 16,968

減価償却累計額 △10,115 △9,745

建物及び構築物（純額） ※１  8,915 ※１  7,222

機械装置及び運搬具 23,929 23,127

減価償却累計額 △19,995 △19,327

機械装置及び運搬具（純額） ※１  3,933 ※１  3,799

工具、器具及び備品 14,310 13,910

減価償却累計額 △12,783 △12,298

工具、器具及び備品（純額） 1,526 1,612

その他 214 －

減価償却累計額 △141 －

その他（純額） 73 －

土地 7,025 6,831

建設仮勘定 664 1,517

有形固定資産合計 22,139 20,982

無形固定資産   

借地権 4,545 4,545

その他 324 350

無形固定資産合計 4,869 4,895

投資その他の資産   

投資有価証券 3,877 4,046

繰延税金資産 227 95

前払年金費用 1,169 1,751

その他 777 806

貸倒引当金 △151 △177

投資その他の資産合計 5,901 6,522

固定資産合計 32,910 32,400

資産合計 77,331 75,439
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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 10,771 12,985

短期借入金 8,604 6,397

1年内返済予定の長期借入金 2,645 2,366

1年内償還予定の社債 － 50

未払法人税等 363 605

未払費用 1,994 2,176

繰延税金負債 29 7

返品調整引当金 175 94

賞与引当金 368 476

役員賞与引当金 10 33

事業構造改善引当金 213 133

設備関係支払手形 1,369 1,384

その他 1,813 1,818

流動負債合計 28,359 28,530

固定負債   

長期借入金 17,898 16,051

繰延税金負債 327 344

退職給付引当金 366 718

役員退職慰労引当金 146 194

負ののれん 1,498 1,558

その他 58 351

固定負債合計 20,295 19,219

負債合計 48,654 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 20,413 21,126

自己株式 △183 △232

株主資本合計 31,402 32,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △78 △44

繰延ヘッジ損益 4 10

為替換算調整勘定 △3,334 △4,994

評価・換算差額等合計 △3,407 △5,028

少数株主持分 682 653

純資産合計 28,677 27,690

負債純資産合計 77,331 75,439
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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 32,387

売上原価 19,888

売上総利益 12,499

販売費及び一般管理費 ※１  12,242

営業利益 256

営業外収益  

受取利息 139

受取配当金 55

負ののれん償却額 60

為替差益 66

その他 119

営業外収益合計 441

営業外費用  

支払利息 250

退職給付会計基準変更時差異の処理額 288

その他 38

営業外費用合計 577

経常利益 119

特別利益  

固定資産売却益 3

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 97

特別利益合計 101

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 8

投資有価証券評価損 115

関係会社株式評価損 1

事業構造改善費用 ※２  207

特別損失合計 332

税金等調整前四半期純損失（△） △111

法人税等 ※３  580

少数株主利益 8

四半期純損失（△） △701
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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） 

 該当事項はありません。 

  

  

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） 

 該当事項はありません。 

      注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 
  

(四半期連結損益計算書関係） 

 
  

（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

６．その他の注記

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
(平成20年12月31日)

※１ 担保資産 

 担保に供されている資産で、企業集団の事業運営

において重要であり、かつ、前連結会計年度の末日

に比べて著しい変動が認められるものは次のとおり

であります。 

  

建物及び構築物         3,440百万円 

機械装置及び運搬具                609

※１ 担保資産 

  

  

 

  

 

建物及び構築物          1,596百万円 

機械装置及び運搬具         388

 ２ 受取手形割引高                 151百万円  ２ 受取手形割引高           174百万円 

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)

※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 2,197百万円

 運賃荷造費 1,215

 給与手当 3,346

 賞与 364

 賞与引当金繰入額   188

 貸倒引当金繰入額 68

 退職給付費用 299

 減価償却費 327

 研究開発費 554

※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 法人税等には、法人税等調整額を含めて表示しております。
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