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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 48,474 ― 567 ― 292 ― △621 ―
20年12月期第3四半期 61,746 △0.4 5,923 2.5 5,079 △5.8 2,124 △33.4

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 △2,687.40 ―
20年12月期第3四半期 9,208.55 9,150.35

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3四半期 72,473 27,826 37.5 117,451.45
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3四半期  27,186百万円 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
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 ― 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 ― △1,946.90
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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(2)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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(3)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、４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。 

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 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3四半期  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3四半期 231,136株 20年12月期第3四半期 230,713株

- 2 -



  

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国の景気対策や中国での需要拡大等を受け、今年３
月を底に景気回復傾向が続きました。  
 しかしながら、当社グループの主要事業であるスティショナリー市場は、国内外において個人、法人と
も昨年秋のリーマンショック以降の消費の冷え込みが続き、市況の回復には至りませんでした。また為替
につきましても前年同期に比べ円高水準に推移いたしました。  
  
 このような状況のなか、国内におきましては、世界戦略商品と位置付ける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」をはじめとした、高品質で高機能な高付加価値商品の拡大と定着
を引き続き図ってまいりました。特に当第３四半期連結会計期間においては、消せるインキを使用した
「フリクション」シリーズの好調が続くとともに、カラーと筆記幅を自由に組み合わせるという新たなコ
ンセプトを確立した「ハイテックCコレト」も市場に定着し、リピートユーザーが増加したことに伴い、
レフィル（替芯）の売上が大きく伸長しております。  
 またダイアリー手帳では、「ORDINAL（オーディナル）」シリーズにおいて、ダイアリーに 適な筆記
具と組み合わせたり、ペンホルダーの形状を高級筆記具に 適な形状にする等、筆記具メーカーの立場か
らの提案を行い、店頭における販売の活性化を図りました。  
 しかしながら、所得と雇用に対する不安による個人消費の低迷には深刻なものがあり、また官民の納品
需要につきましても厳しさが続いております。  
  
 海外市場におきましても、高付加価値商品による競合他社との差別化で、引き続きシェアの拡大を図っ
てまいりましたが、需要の低迷が続いており、個人消費の回復はまだ見られません。  
 当第３四半期連結会計期間において、米国では、「G-2」がゲルインキボールペン市場で引き続き高い
シェアを維持するとともに、消せるボールペン「フリクションボール」に加え、消せるラインマーカー
「フリクションライト」を投入することで、一定の成果を見ましたが、市場においては流通在庫の絞込み
がより一層進むとともに、低価格品の攻勢も強まっており、当社商品の売上に影響を与えております。  
 欧州では、環境配慮型商品である既存の「BEGREEN」シリーズに加え、ペットボトルの再生材を原料と
したゲルインキボールペン「B2P」を投入した成果が出つつあります。消せるインキの「フリクション」
シリーズも「フリクションボール」を中心に伸長を続けておりますが、景気後退に伴う法人需要の減退が
在庫削減を招く動きが継続しており、売上が減少いたしました。  
 アジアでは、消せるインキの「フリクション」シリーズ、滑らかな油性ボールペン「アクロボール」、
濃い筆跡で書けるボードマーカー「Vボードマスター」等を中心に、当社商品の定着を図った結果、市場
におけるシェアは維持いたしましたが、為替の影響により利益率が低下いたしました。  
  
 以上により、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は484億74百万円（前年同期比21.5％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184億29百万円、海外連結売上高が300億45百万円で
ありました。連結損益は、営業利益が５億67百万円（前年同期比90.4％減）、経常利益が２億92百万円
（前年同期比94.3％減）、四半期純損失が６億21百万円（前年同期は四半期純利益21億24百万円）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３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比29億66百万円減少し、724億73百万円と
なりました。 
 流動資産は27億58百万円減少し402億80百万円となり、固定資産は２億７百万円減少し321億93百万円と
なりました。 
 流動資産については、「受取手形及び売掛金」が24億16百万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15億90百万円、「建
設仮勘定」の減少８億75百万円、また、吸収合併をした子会社の年金制度統合を主な理由とする「前払年
金費用」の減少６億46百万円が主な要因であります。 
 負債は、前連結会計年度末比31億２百万円減少し、446億46百万円となりました。 
 流動負債は、20億79百万円減少し264億51百万円となり、固定負債は10億23百万円減少し181億95百万円
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31億40百万円減少する一方、「１年内返済予定の長期
借入金」が18億68百万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」の減少３
億３百万円、「退職給付引当金」の減少３億25百万円によるものであります。 
 純資産は、前連結会計年度末比１億36百万円増加し、278億26百万円となりました。これは主に「為替
換算調整勘定」の増加11億30百万円、「利益剰余金」の減少８億67百万円によるものです。 
  

・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
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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ております。  
 当社グループを取り巻く状況は第２四半期連結累計期間までとほぼ変わらず、国内外とも依然として厳
しい状況が続いており、法人需要、個人需要とも当期における回復の動きはまだまだ鈍いものと判断いた
しております。当第３四半期連結累計期間において、前年と比較して売上高が大きく落ち込んでおります
が、今後とも経費の圧縮を進め、収益の確保に努めてまいります。  
  

  
  

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３四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、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３四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。 

  

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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（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３四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、税金等調整前四半期純利益がそれぞれ395百万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、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３四半期連結累計期間における売上総利益及び営
業利益がそれぞれ406百万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３四半期連結累計期間の売上総利益は525百万円減少し、営業利益は13百万円減
少、経常利益は15百万円減少、税金等調整前四半期純利益が14百万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 
 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、税金等調整前四
半期純利益がそれぞれ70百万円減少しております。  

  

(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
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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 6,369 4,734

受取手形及び売掛金 15,164 17,580

商品及び製品 10,510 14,702

仕掛品 3,865 1,155

原材料及び貯蔵品 1,599 1,532

繰延税金資産 1,459 1,479

その他 1,632 2,404

貸倒引当金 △321 △550

流動資産合計 40,280 43,038

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,521 16,968

減価償却累計額 △9,708 △9,745

建物及び構築物（純額） ※１  8,812 ※１  7,222

機械装置及び運搬具 23,808 23,127

減価償却累計額 △20,026 △19,327

機械装置及び運搬具（純額） ※１  3,782 ※１  3,799

工具、器具及び備品 14,312 13,910

減価償却累計額 △12,901 △12,298

工具、器具及び備品（純額） 1,411 1,612

その他 209 －

減価償却累計額 △143 －

その他（純額） 65 －

土地 6,970 6,831

建設仮勘定 641 1,517

有形固定資産合計 21,683 20,982

無形固定資産   

借地権 4,545 4,545

その他 297 350

無形固定資産合計 4,842 4,895

投資その他の資産   

投資有価証券 3,680 4,046

繰延税金資産 264 95

前払年金費用 1,105 1,751

その他 756 806

貸倒引当金 △139 △177

投資その他の資産合計 5,666 6,522

固定資産合計 32,193 32,400

資産合計 72,473 75,439
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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 9,845 12,985

短期借入金 6,485 6,397

1年内返済予定の長期借入金 4,235 2,366

1年内償還予定の社債 － 50

未払法人税等 317 605

未払費用 2,043 2,176

繰延税金負債 66 7

返品調整引当金 182 94

賞与引当金 745 476

役員賞与引当金 15 33

事業構造改善引当金 0 133

設備関係支払手形 905 1,384

その他 1,608 1,818

流動負債合計 26,451 28,530

固定負債   

長期借入金 15,748 16,051

繰延税金負債 371 344

退職給付引当金 392 718

役員退職慰労引当金 157 194

負ののれん 1,468 1,558

その他 58 351

固定負債合計 18,195 19,219

負債合計 44,646 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 △183 △232

株主資本合計 31,247 32,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △204 △44

繰延ヘッジ損益 6 10

為替換算調整勘定 △3,863 △4,994

評価・換算差額等合計 △4,061 △5,028

少数株主持分 640 653

純資産合計 27,826 27,690

負債純資産合計 72,473 75,439
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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 48,474

売上原価 30,051

売上総利益 18,423

販売費及び一般管理費 ※１  17,855

営業利益 567

営業外収益  

受取利息 203

受取配当金 61

負ののれん償却額 90

為替差益 20

その他 210

営業外収益合計 585

営業外費用  

支払利息 382

退職給付会計基準変更時差異の処理額 433

その他 45

営業外費用合計 860

経常利益 292

特別利益  

固定資産売却益 7

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 100

特別利益合計 108

特別損失  

固定資産売却損 1

固定資産除却損 17

投資有価証券評価損 98

関係会社株式評価損 1

事業構造改善費用 ※２  217

特別損失合計 336

税金等調整前四半期純利益 63

法人税等 ※３  687

少数株主損失（△） △3

四半期純損失（△） △621
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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） 

 該当事項はありません。 

  

  

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） 

 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
(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         3,412百万円 

 

※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                 133百万円  ２ 受取手形割引高           174百万円 

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)

※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 3,160百万円

 運賃荷造費 1,757

 給与手当 4,958

 賞与 439

 賞与引当金繰入額   298

 貸倒引当金繰入額 99

 退職給付費用 475

 減価償却費 485

 研究開発費 831

※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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「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３四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日)

前年同四半期
(平成20年12月期

第３四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 61,746

Ⅱ 売上原価 33,573

   売上総利益 28,172

Ⅲ 販売費及び一般管理費 22,249

   営業利益 5,923

Ⅳ 営業外収益 679

Ⅴ 営業外費用 1,523

   経常利益 5,079

Ⅵ 特別利益 236

Ⅶ 特別損失 370

   税金等調整前四半期純利益 4,945

   法人税等 2,739

   少数株主利益 81

   四半期純利益 2,124
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