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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 34,928 ― 1,915 ― 2,317 ― 1,399 ―

20年12月期第3四半期 41,328 0.5 3,865 △3.1 3,873 △10.2 2,277 △17.4

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3四半期 44.55 ―

20年12月期第3四半期 72.07 ―

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3四半期 60,224 43,180 71.0 1,363.65
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3四半期  42,736百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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  有  
 

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 46,500 △13.8 2,300 △46.5 2,700 △29.0 1,600 △19.7 50.96

－ 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3四半期 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3四半期  2,803,295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3四半期 31,420,182株 20年12月期第3四半期 31,598,432株

－ 2 －



 当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨年秋口以降に拡大

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、企業業績や雇用情勢が悪化し、個人消費も低迷したま

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景気後退から特に欧米向け輸出が大きく落ち込み、ま

た、国内も法人需要の収縮に歯止めがかからず、個人消費も雇用情勢や所得環境の不安から伸び悩み、内外共に厳し

い状況となりました。 

 このような状況のもとで、当社グループは「 高の品質こそ 大のサービス」を社是に、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」・シャー

プ替芯「ユニ ナノダイヤ」に加えて、当第３四半期連結累計期間には新たに《幅広いバリエーションの中から自分

にあった機能とスタイリングを選べる筆記具》「STYLE-FIT」などの、高付加価値で差別化された新製品を発売し、

これら新製品群により業績の悪化を一部食い止める事が出来ました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は349億28百万円、営業利益は19億15百万円、経常利益は23

億17百万円、四半期純利益は13億99百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は602億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて41億10百万円の減少と

なりました。これは主に受取手形及び売掛金、たな卸資産の減少によるものです。 

 また、当第３四半期連結会計期間末の負債は170億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて41億73百万円の減

少となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少によるものです。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末の純資産は431億80百万円となり、前連結会計年度末に比べて62百万円の増加

となりました。これは四半期純利益による利益剰余金の増加、配当金の支払による利益剰余金の減少及びその他有価

証券評価差額金の減少によるものです。 

  

 通期の連結業績見通しにつきましては、売上高は世界的な需要の減少ならびに為替の影響により当初予想を下回る

見込みですが、人件費や広告宣伝費、販売費及び一般管理費の削減に努めました結果、営業利益、経常利益、当期純

利益につきましては当初予想を上回る見込みとなりました。  

 こうした状況を鑑み、当期の連結業績予想（平成21年２月16日発表）につきましてはこれを修正し、売上高465億

円、営業利益23億円、経常利益27億円、当期純利益16億円とさせていただきます。 

 詳細につきましては、平成21年10月29日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、上記

の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き作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因に

より予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  

 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３四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、第２四半期連結会計期間末の実

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。 

【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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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３四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。   

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

－ 4 －
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 12,708 9,613

受取手形及び売掛金 11,246 14,530

たな卸資産 10,380 12,709

その他 1,862 2,458

貸倒引当金 △136 △143

流動資産合計 36,061 39,167

固定資産   

有形固定資産 14,081 14,038

無形固定資産 180 319

投資その他の資産   

投資有価証券 7,114 7,897

その他 2,786 2,912

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 9,900 10,810

固定資産合計 24,163 25,168

資産合計 60,224 64,335

－ 5 －
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,867 9,098

短期借入金 1,825 1,792

未払法人税等 149 380

賞与引当金 739 400

返品引当金 61 63

その他 3,575 4,438

流動負債合計 12,218 16,173

固定負債   

長期借入金 37 69

退職給付引当金 2,996 3,134

役員退職慰労引当金 603 588

負ののれん 295 －

その他 892 1,252

固定負債合計 4,825 5,044

負債合計 17,044 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 36,181 35,372

自己株式 △2,517 △2,393

株主資本合計 41,835 41,150

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,527 2,014

繰延ヘッジ損益 5 △0

為替換算調整勘定 △631 △629

評価・換算差額等合計 901 1,385

少数株主持分 443 582

純資産合計 43,180 43,118

負債純資産合計 60,224 64,335

－ 6 －
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 34,928

売上原価 20,389

売上総利益 14,539

販売費及び一般管理費 12,623

営業利益 1,915

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 100

受取地代家賃 117

負ののれん償却額 61

その他 229

営業外収益合計 516

営業外費用  

支払利息 19

持分法による投資損失 0

シンジケートローン手数料 42

その他 52

営業外費用合計 115

経常利益 2,317

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除売却損 18

出資金評価損 11

過年度租税公課 82

役員退職慰労金 25

特別損失合計 136

税金等調整前四半期純利益 2,182

法人税等 699

少数株主利益 83

四半期純利益 1,399
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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等 

（要約）四半期連結損益計算書 

区分 

前第３四半期 

自 平成20年１月１日 

至 平成20年９月30日  

金額 

（百万円）  

百分比 

（％）  

 Ⅰ 売上高 41,328 100.0

 Ⅱ 売上原価 22,809 55.2

    売上総利益  18,518 44.8

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,653 35.4

    営業利益 3,865 9.4

 Ⅳ 営業外収益 444 1.1

 Ⅴ 営業外費用 436 1.1

    経常利益 3,873 9.4

 Ⅵ 特別利益 38 0.1

 Ⅶ 特別損失 148 0.4

    税金等調整前 

     四半期純利益 
3,763 9.1

    法人税等  1,439 3.5

    少数株主利益 45 0.1

    四半期純利益 2,277 5.5
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 平成21年10月29日開示の「自己株式の消却に関するお知らせ」のとおり、当社は平成21年10月29日開催の取締役会

において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議しました。内容は以下のとおりであり

ます。 

  

消却する株式の内容 

１．消却する株式の種類    当社普通株式 

２．消却する株式の数     1,000,000株 

               （消却前の発行済株式総数に対する割合 2.92%） 

３．消却予定日        平成21年11月16日 

４．消却後の発行済株式総数  33,143,146株 

６．その他の情報
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