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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

（注）平成19年12月期は、決算期を毎年３月末日から毎年12月末日に変更したことにより、９ヶ月の変則決算となっております。よって、平成20年12月期に
おける対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 266,725 △18.2 579 △89.2 1,009 △76.0 595 ―

20年12月期 326,120 ― 5,354 ― 4,203 ― △11,990 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 5.03 ― 0.4 0.4 0.2
20年12月期 △101.36 ― △7.1 1.5 1.6

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  173百万円 20年12月期  △121百万円

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 252,053 158,074 62.5 1,331.30
20年12月期 266,418 159,819 59.7 1,344.82

（参考） 自己資本   21年12月期  157,474百万円 20年12月期  159,078百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 13,736 △1,929 △4,746 23,911
20年12月期 16,152 △1,011 △12,343 16,781

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 1,774 ― 1.0
21年12月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 1,774 298.0 1.1

22年12月期 
（予想）

― 7.50 ― 7.50 15.00 591.4

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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）

 

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

145,000 △0.6 2,200 △14.4 2,300 △28.7 300 △66.7 2.54

通期 270,000 1.2 1,000 72.7 1,200 18.8 300 △49.6 2.54
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方
法」及び25ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 128,742,463株 20年12月期 128,742,463株

② 期末自己株式数 21年12月期  10,456,045株 20年12月期  10,452,652株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

（注）平成19年12月期は、決算期を毎年３月末日から毎年12月末日に変更したことにより、９ヶ月の変則決算となっております。よって、平成20年12月期に
おける対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

2．22年12月期の個別業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 
個別業績予想数値につきましては、投資情報としての重要性が大きくないと判断されるため記載を省略しております。 
 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 10,049 △2.3 881 837.7 864 ― △3,568 ―

20年12月期 10,281 ― 94 ― △474 ― △6,296 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 △30.16 ―

20年12月期 △53.22 ―

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 212,601 153,282 72.1 1,295.73
20年12月期 221,465 159,197 71.9 1,345.69

（参考） 自己資本 21年12月期  153,282百万円 20年12月期  159,197百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の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って予想数値と異
なる場合があります。業績予想の前提、その他の関連する事項については、添付資料の５～６ページを参照してください。 
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当連結会計年度（平成21年１月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済は、一部に景気

の持直しの兆しが見られたものの、設備投資の抑制や個人消費の低迷等、本格的な景気回復までには至

らず、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境のもと当社グループは、いかなる経済環境下にあっても収益を確保できる企業体

質の「筋肉質化」を目指し、経費削減・コストダウンの推進や事業構造の見直しを行うとともに、お客

様から「指名買い」される高付加価値商品及びサービスの拡充に努めてまいりました。 

 しかしながら、景気後退による需要の減少により、売上高は2,667億円（前年同期比18.2％減）とな

りました。経費を徹底的に見直し、販管費を前年同期に比べて133億円削減したものの、売上高の減少

による影響を補えず、営業利益は５億円（前年同期比89.2％減）となり、経常利益は10億円（前年同期

比76.0％減）となりました。また、当期純利益は固定資産売却益を計上したこと等により５億円となり

ました。 

  

 
ステーショナリー関連事業におきましては、景気後退による消耗品の買控え等の影響を受け、厳しい

状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社グループは、年間2000万冊以上を販売するヒット商品となった東大合格生

が使用したノートを研究して開発した「キャンパスノート＜ドット入り罫線＞」、ノートのサイズをひ

とまわり大きくすることで授業で配布されるB5サイズのプリントを切らずに貼れる「キャンパスノート

（プリント貼付用）」、粘着テープ等を切っても刃に粘着材が付着しにくい工夫を施したユニバーサル

デザインのハサミ「エアロフィット」、針を使わずに紙をとじることができる「針無しステープラ

ー」、遺言書の作成に必要な用紙・封筒・解説書等一式をセットにした「遺言書キット」等、お客様の

想定を超えた高付加価値商品を発売することで需要を喚起し、シェア拡大を図りました。 

 また、B to C分野の強化を図るため、新たに高級ステーショナリーブランド「trystrams（トライス

トラムス）」を立ち上げ、有名デザイナーや海外ブランドとのコラボレーション文具を発売いたしまし

た。また、実際の店舗において商品の持つ世界観をお客様に直接伝えるために、洗練されたデザインと

高い実用性を備えた雑貨を販売する「ザ・コンランショップ」事業を買収いたしました。 

 オフィス通販事業におきましては、「カウネット」が商品値下げやオリジナル商品の拡充等による需

要喚起に努め、堅調に推移いたしました。また、中国の上海・北京地区で展開している「Easybuy（イ

ージーバイ）」は低価格戦略によりシェアを拡大するとともに、個人顧客をターゲットとした通販サー

ビスやギフトカタログのサービス強化により顧客層の拡大を図りました。 

 以上の結果、売上高は1,536億円（前年同期比9.0％減）となりましたが、営業利益は高付加価値商品

の売上増等により48億円（前年同期比10.2％増）と前年度を上回り増益となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（単位：百万円）

前期 当期
増減率（％）

平成20年12月期 平成21年12月期

売上高 326,120 266,725 △18.2%

営業利益 5,354 579 △89.2%

経常利益 4,203 1,009 △76.0%

当期純利益 △ 11,990 595 －

セグメント別の状況

（ステーショナリー関連事業）

（単位：百万円）

前期 当期
増減率（％）

平成20年12月期 平成21年12月期

売上高 168,902 153,655 △9.0%

営業利益 4,423 4,872 ＋10.2%

コクヨ㈱ （7984） 平成21年12月期　決算短信

3



 
ファニチャー関連事業におきましては、景気後退による企業の設備投資の大幅な抑制等により、引き

続き大変厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは、平成20年に開設した「エコライブオフィス品川」に引き続

き、ワークスタイルの転換と企業変革を促進する次世代オフィスを具現化した「霞が関ライブオフィ

ス」を「RESONANCE FIELD（レゾナンス フィールド）3.0」としてリニューアルするとともに、「九州

ライブオフィス」を開設いたしました。新しいライブオフィスは、CO2排出量を削減する取組みや、仕

事の質・量に応じて座席を効率的に選択する「Office DARTS（オフィスダーツ）II」システム等、環境

負荷低減・オフィスワーカーの生産性向上・オフィスコスト低減等のソリューションを提案しておりま

す。 

 また、従来の長方形デスクに比べて一人当たりのデスク占有面積を 大40％削減できるワークステー

ション「ワークリンク」、座面下に書類や小物などを置くことができるトレーを設けることで、フリー

アドレスオフィスにも適した事務用回転イス「アクティナ」等、ワーカーや組織の創造性向上とオフィ

ス面積縮小等の固定費削減を両立する新製品を発売いたしました。 

 一方、中国市場におきましては、主要顧客の日系企業に加え、中国現地企業や欧米企業に対する営業

活動を強化し、新規顧客の取り込みに努めました。 

 しかしながら、大幅な需要の減少により、売上高は991億円（前年同期比28.2％減）となり、営業損

失は36億円となりました。 

  

 
店舗関連事業におきましては、積極的な店舗什器の営業活動及び新規顧客の獲得に努めました。 

 また、商品陳列棚の照明にLEDを採用し、消費電力を従来比約50％削減した「LED照明システム」等の

環境ソリューションや小売店の店舗活性化のための販促提案等、顧客の新規出店に依存しないサービス

の拡充に取組みました。 

 しかしながら、景気後退による小売業界の投資抑制・店舗統廃合等の影響により市場規模が縮小し、

売上高は138億円（前年同期比26.9％減）となり、営業損失は６億円となりました。 

  

（ファニチャー関連事業）

（単位：百万円）

前期 当期
増減率（％）

平成20年12月期 平成21年12月期

売上高 138,216 99,179 △28.2%

営業利益 1,505 △ 3,613 －

（店舗関連事業）

（単位：百万円）

前期 当期
増減率（％）

平成20年12月期 平成21年12月期

売上高 19,000 13,890 △26.9%

営業利益 △ 574 △ 679 －

コクヨ㈱ （7984） 平成21年12月期　決算短信
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今後のわが国経済は、依然として設備投資及び個人消費の低迷が予想され、当社グループを取り巻く

事業環境は厳しい状況が続くと思われます。 

 このような状況のもと、当社グループはお客様の期待値を超える際立った商品・サービスを提供する

ことで「お客様の課題解決型企業」へ転換し、厳しい事業環境下でも持続的に成長する企業グループを

目指します。 

 また、「独創環境企業」として、平成22年度中に「エコバツマーク（注）」の全廃を目指し、環境対

応商品の拡充に努めるとともに、オフィスでのCO2削減を行いながら、同時にオフィスワーカーの創造

性・生産性を向上させる商品・ソリューションの開発等、当社グループならではの方法でお客様の環境

対策を支援してまいります。 

 次期の見通しに関しましては、売上高2,700億円、営業利益10億円、経常利益12億円、当期純利益３

億円を見込んでおります。 
  
（注）平成20年版の「総合カタログ」から、環境対応が十分にできていない自社商品に「エコバツマーク」を表示し

ています。 

  

 
ステーショナリー関連事業は、景気低迷による企業の消耗品購買の減少、オフィス通販分野における

競争激化等厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況のもと、当社グループは、高付加価値商品・新規商品を中心とした市場拡大・創出を

推進し売上増を目指す商品群と、コストダウンを推進し総利益拡大・価格競争力を強化する商品群とに

大きく二つに分け、それぞれが独立して戦略を遂行してまいります。 

 また、海外展開につきましては、ベトナム工場で生産したノートを中国・ベトナム等のアジア地域で

販売し、現地ノート市場のシェア拡大を図ってまいります。 

 オフィス通販事業に関しましては、オリジナル商品の開発を推進し差別化を図るとともに、拡販キャ

ンペーン等の販売促進活動を効果的に展開することにより、売上の拡大を図ってまいります。 

 次期の見通しに関しましては、売上高1,550億円、営業利益49億円を見込んでおります。 

  

次期の見通し

（単位：百万円）

当期 次期の見通し
増減率(％)

平成21年12月期 平成22年12月期

売上高 266,725 270,000 ＋1.2%

営業利益 579 1,000 ＋72.7%

経常利益 1,009 1,200 ＋18.8%

当期純利益 595 300 △49.6%

（ステーショナリー関連事業）

（単位：百万円）

当期 次期の見通し
増減率(％)

平成21年12月期 平成22年12月期

売上高 153,655 155,000 ＋0.9%

営業利益 4,872 4,900 ＋0.6%

コクヨ㈱ （7984） 平成21年12月期　決算短信
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ファニチャー関連事業は、企業の設備投資の大幅な抑制により、オフィスの新規・リニューアル需要

は当面大幅に減少することが見込まれます。 

 このような状況のもと、当社グループは、製販一体となってリソースの 適化を図り、需要の減退を

前提とした中でも新たな成長を目指してお客様起点のビジネスを遂行するための体制・仕組みづくりを

推進いたします。 

 また、新築ビルやリニューアル案件に対するソリューション営業を徹底して推進することで需要を喚

起するとともに、景気の影響を受けにくい教育・医療分野に新商品を積極的に投入し、収益の拡大を図

ってまいります。 

 次期の見通しに関しましては、売上高1,045億円、営業損失34億円を見込んでおります。 

  

 
店舗関連事業は、景気減退を受け、小売店の出店は大幅に減少するものと見込まれ、競合他社との競

争激化等厳しい市場環境は当面続くものと予想されます。 

 このような状況のもと、当社グループは、早期黒字化を達成するため、収益改善を重視した営業施策

を推進してまいります。 

 次期の見通しに関しましては、売上高105億円、営業損失５億円を見込んでおります。 

  

（ファニチャー関連事業）

（単位：百万円）

当期 次期の見通し
増減率(％)

平成21年12月期 平成22年12月期

売上高 99,179 104,500 ＋5.4%

営業利益 △ 3,613 △ 3,400 -

（店舗関連事業）

（単位：百万円）

当期 次期の見通し
増減率(％)

平成21年12月期 平成22年12月期

売上高 13,890 10,500 △24.4%

営業利益 △ 679 △ 500 -
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①資産、負債、純資産の状況    

 当連結会計年度末の総資産は2,520億円で、前期に比べ143億円減少しました。流動資産は1,067億円

で、前期に比べ116億円減少しました。受取手形及び売掛金が前期に比べ110億円減少したことが主な要

因であります。固定資産は1,453億円で、前期に比べ26億円減少しました。有形固定資産が前期に比べ

14億円、無形固定資産が前期に比べ11億円それぞれ減少したことが主な要因であります。  

 負債は939億円と、前期に比べ126億円減少しました。流動負債は572億円で、前期に比べ104億円減少

しました。支払手形及び買掛金が前期に比べ75億円減少したことが主な要因であります。固定負債は

367億円で、前期に比べ22億円減少しました。  

 純資産は1,580億円と、前期に比べ17億円減少しました。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、239億円と前連結会計年

度末に比べ71億円の資金増となりました。   

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動により獲得した資金は137億円となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益が

24億円、減価償却費63億円、たな卸資産の減少による60億円の資金収入等があったことによるものであ

ります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動により支出した資金は19億円となりました。これは、主として設備投資による34億円の資金

支出、有形固定資産の売却による29億円の資金収入等があったことによるものであります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動によって支出した資金は47億円となりました。これは、主として新株予約権付社債の償還に

よる117億円の資金支出、長期借入による101億円の資金収入、配当金の支払による17億円の資金支出等

があったことによるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

＊ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

＊ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。  

＊ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して 

   おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対 

   象にしております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており 

   ます。  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率(%)
61.0 59.0 59.5 59.7 62.5

時価ベースの自己資本比率(%)
68.2 57.6 39.7 28.9 34.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 1.7 5.5 16.0 2.7 2.9
インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 23.6 12.3 5.3 21.4 26.6
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＜利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当＞ 

 利益配分に関する基本方針は、更なる株主重視の経営を目指し、従来の安定配当に加えて連結業績を

考慮し、配当性向20％以上を目処とした配当政策を実施してまいります。 

 当期におきましては、この方針を念頭におき、１株当たり15円（中間期末７円50銭、期末７円50銭）

を予定しております。また、次期の１株当たり配当金は15円（中間期末７円50銭、期末７円50銭）を予

定しております。 

 内部留保資金につきましては、経営体質の一層の強化と将来の企業価値を高めるための投資に活用し

てまいります。 

  

＜株主優待制度＞ 

 株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、実際に当社グループ商品をご使用頂くことによ

り、当社グループに対するご理解を一層深めて頂くために、株主優待制度を設けております。100株以

上1,000株未満ご所有の株主様には2,000円相当、1,000株以上の株主様には5,000円相当の当社グループ

商品を年１回お送りいたします。 

  

①日本国内の経済情勢及び景気動向 

 当社グループの売上のほとんどは日本国内向けであり、日本国内の景気変動により、業績等に影響

が生じる可能性があります。 

②原材料の高騰 

 当社グループが主に使用する原材料は、原紙、樹脂、鋼材等です。原材料の調達に関しては、国内

外の素材メーカーから購入していますが、原油価格の高騰や中国市場での急激な需要増加等による原

材料価格の上昇のため、業績等に影響が生じる可能性があります。 

③新製品開発について 

 当社グループは、既存領域に捉われない新しい商品・サービス・事業創出を目指し商品・サービス

開発を行っています。しかしながら、市場から支持を獲得できる新製品または新技術を正確に予想で

きるとは限らず、またこれら製品の販売が成功しない場合には、将来の成長と収益性を低下させ、業

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④情報システムについて 

 当社グループの「オフィス用品通販事業」等においては、コンピュータシステムを結ぶ通信ネット

ワークに依存しており、自然災害等偶然な事由によりネットワークの機能が停止した場合、商品の受

注不能に陥る可能性があります。 

また、外部からの不正な手段によりコンピュータ内へ侵入され、ホームページ上のコンテンツの改ざ

ん・重要データの不正入手、コンピュータウィルスの感染により重要なデータが消去される可能性も

あります。このような状況が発生した場合には、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤個人情報保護 

 個人情報の管理に関しては、万全を期していますが、予期せぬ事態により流通する可能性がありま

す。このような事態が生じた場合は、当社グループのブランド価値低下を招くとともに、多額の費用

負担が発生する可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4）事業等のリスク
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⑥災害 

 地震・台風等の自然災害が発生した場合は、当社グループの生産、販売、物流拠点に甚大な被害を

被る可能性があります。 

⑦製造物責任について 

 当社グループが提供する、製品・サービスにおいて、欠陥が生じるリスクがあります。製造物責任

賠償やリコール等が発生した場合は、当社グループのブランド価値低下を招くとともに、多額の費用

負担が発生する可能性があります。 

⑧海外経済の大きな変動 

 当社グループは商品の販売・生産・仕入れの一部についてアジアをはじめとした世界各地で行って

います。各地域の政治・経済・社会情勢の変化や各種規制の動向が、業績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑨為替水準の変動 

 当社グループは製品の輸出入及び原材料の輸入等において一部外貨取引を行っています。また外貨

建ての資産を保有していることから、為替相場の大幅な変動があった場合は、業績等に影響が生じる

可能性があります。 

⑩有価証券等の価値の変動 

 当社グループは投資有価証券を保有しており、証券市場の悪化等により評価損が発生する可能性が

あります。 

⑪環境規制に関するリスク 

 当社グループは、製造過程で生じる各種廃棄物や大気中、水中への排出物について、様々な法律に

よる環境規制を受けております。 

 当社グループは、法律による環境規制を遵守することも含め、様々な環境保全活動を推進してきま

したが、環境法順守または環境改善のための追加的な義務に関連した費用が発生する場合は、業績等

に影響が生じる可能性があります。 
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 当社の企業集団は、当社、子会社49社及び関連会社18社で構成され、その事業はステーショナリー用品、

ファニチャー用品、店舗用品の製造販売を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流、研究、その他サー

ビスの事業活動を展開しております。当グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。 

 
 * コクヨＳ＆Ｔ㈱、コクヨファニチャー㈱、コクヨストアクリエーション㈱は販売も行っております。 

（注）太字は連結子会社であります。 

2. 企業集団の状況

事業区分 関係会社

製造会社 販売会社 その他の会社

ステーショナリー 
関連事業

コクヨＳ＆Ｔ㈱* コクヨマーケティング㈱ (物流・配送)

㈱コクヨＭＶＰ コクヨ中国販売㈱ ㈱コクヨロジテム

㈱コクヨ工業滋賀 コクヨ九州販売㈱ コクヨサプライ 
      ロジスティクス㈱コクヨベトナムCo.,Ltd. コクヨ北海道販売㈱

石見紙工業㈱ コクヨ東北販売㈱ ㈱ＫＴＬ

コクヨＩＫタイランドCo.,Ltd. コクヨ北関東販売㈱ 他４社

㈱ニッカン コクヨ北陸新潟販売㈱ 計７社

計７社 コクヨ東海販売㈱

ファニチャー 
関連事業

コクヨファニチャー㈱* コクヨ山陽四国販売㈱

コクヨ(マレーシア)Sdn.Bhd. ㈱バッファローコクヨサプライ (金融・保険)

豊国工業㈱ コクヨオフィスシステム㈱ コクヨファイナンス㈱

計３社 コクヨエンジニアリング＆テクノロジー㈱ 計１社

㈱カウネット

フォーレスト㈱

㈱アクタス (その他サービス)

ＬmＤ㈱ コクヨビジネスサービス㈱

㈱ＣＷファシリティソリューション コクヨＫハート㈱

ウィルクハーン・ジャパン㈱ ㈱コクヨカスタマーサービス

コクヨインターナショナル㈱ ネットスクウェア㈱

国誉貿易(上海)有限公司 コクヨショールームサービス㈱

国誉装飾技術(上海)有限公司 コクヨＥＣプラットフォーム㈱

国誉商業(上海)有限公司 ポスタルスクウェア㈱

コクヨインターナショナル(アジア）
Co.,Ltd.

ネルソン・スペース・ジェイ㈱

国誉貿易(深セン)有限公司 他13社

コクヨインターナショナル(マレーシア)
Sdn.Bhd.

計21社

コクヨインターナショナル(タイランド)
Co.,Ltd.

計26社

店舗 
関連事業

コクヨストアクリエーション㈱* 国誉寿都亜商貿（上海）有限公司

計１社 計１社
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事業の系統図は次のとおりであります。 
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当社グループでは、「商品を通じて社会に貢献する」ことを基本理念として、事業を営んでおりま

す。  

 経営ビジョンとして、「Always Innovating For Your Knowledge」を掲げ、社会の変化に応じて、常

に自己変革を行うことで、自らの活動を社会に役に立つ形に変え続けてまいります。  

 また、「ひらめき・はかどり・ここちよさ」というブランドメッセージを制定し、ユーザーの

「Knowledge Work（知的活動）」に対して、「ひらめき（＝創造性）」「はかどり（＝効率性）」「こ

こちよさ（＝快適性）」という価値を提供し続ける企業を目指しております。  

  

株主価値向上の観点から、営業利益率及びROE（株主資本当期純利益率）を重要な経営指標として位

置づけております。平成20年度を初年度とする中期経営計画では、営業利益率6％、ROE6％を目標とし

ておりましたが、昨今の厳しい経済環境を鑑み、一時目標数値を見直します。当面は、持続的成長をよ

り確実なものとするため、コストダウン・経費削減を徹底することによる企業体質筋肉質化の推進を、

優先して取組んでまいります。  

 経済環境が回復に向かい、中長期の目標が策定できた段階で、改めて目標数値を公表させていただく

とともに、今後も、営業利益率及びROEの向上を図り、企業価値向上に努めてまいります。  

  

当社グループは、中長期的な経営ビジョンとして、平成20年度を初年度とする3ヶ年の新中期経営計

画を策定いたしました。  

顧客ニーズの多様化、世界的な景気減速等、当社グループの事業環境は今後も厳しい状況が続くと予想

されます。  

 このような事業環境のもと、当社グループは、お客様の想定を超えるサービス・商品・価値を提供す

ることにより、お客様から「指名買い」されるような信頼・期待を引き寄せる存在になることで、持続

的成長力を獲得してまいります。また、「エコライブオフィス」等の独自の方法で企業の環境対応を支

援するとともに、商品の環境配慮徹底を行うことで「独創環境企業」を目指してまいります。  

  

〔当面の対処すべき課題の内容等〕 

今後のわが国経済は、依然として設備投資及び個人消費の低迷が予想され、当社グループを取り巻く

事業環境は厳しい状況が続くと思われます。 

  このような状況のもと、当社グループはお客様の期待値を超える際立った商品・サービスを提供する

ことで「お客様の課題解決型企業」へ転換し、厳しい事業環境下でも持続的に成長する企業グループを

目指します。 

  また、「独創環境企業」として、平成22年度中に「エコバツマーク」の全廃を目指し、環境対応商品

の拡充に努めるとともに、オフィスでのCO2削減を行いながら、同時にオフィスワーカーの創造性・生産

性を向上させる商品・ソリューションの開発等、当社グループならではの方法でお客様の環境対策を支

援してまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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 各セグメントの対処すべき課題は下記のとおりです。 

ステーショナリー関連事業は、成熟事業であり、現状では市場の大きな伸長を期待することは困難で

す。このような環境のなか、当社グループでは、お客様がご不便・ご不満を感じる点を解決した新製品

を上市することでシェア拡大を図ってまいります。また、オフィス通販「カウネット」をはじめとする

ネットビジネスを強化します。一方、一層のコストダウンを推進することで、収益の拡大を目指しま

す。 

  

ファニチャー関連事業は、景気動向の影響を強く受けます。このような環境のなか、当社グループで

は、景気連動性を少なくし、安定的に収益を伸ばせるビジネスモデルを構築します。また、オフィスか

ら排出されるCO2の削減や環境に配慮したワークスタイルの提案等オフィス全体の環境負荷低減に寄与す

る様々なソリューション提案を推進いたします。 

  

店舗関連事業は、小売店の出店及び改装計画に強く影響を受けます。このような環境のなか、当社グ

ループでは、収益改善を重視した営業施策を推進し、早期の営業黒字化を目指します。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

〔ステーショナリー関連事業〕

〔ファニチャー関連事業〕

〔店舗関連事業〕

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 11,569 11,186 

受取手形及び売掛金 ※5 61,764 ※5 50,750 

有価証券 5,853 12,814 

たな卸資産 31,622 － 

商品及び製品 － 22,228 

仕掛品 － 1,244 

原材料及び貯蔵品 － 2,087 

繰延税金資産 1,283 1,149 

その他 6,466 5,426 

貸倒引当金 △144 △151 

流動資産合計 118,415 106,736 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 27,872 25,870 

機械装置及び運搬具（純額） 6,550 6,061 

土地 41,572 41,018 

建設仮勘定 627 1,667 

その他（純額） 2,909 3,431 

有形固定資産合計 ※1 79,533 ※1 78,049 

無形固定資産 

のれん 1,421 1,242 

ソフトウエア 4,625 3,750 

その他 354 299 

無形固定資産合計 6,400 5,293 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 42,250 ※2 41,477 

長期貸付金 2,206 1,664 

繰延税金資産 3,192 2,758 

その他 15,309 17,223 

貸倒引当金 △891 △1,150 

投資その他の資産合計 62,068 61,973 

固定資産合計 148,002 145,317 

資産合計 266,418 252,053 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 ※5 47,001 ※5 39,416 

短期借入金 7,305 6,501 

1年内償還予定の社債 60 30 

未払法人税等 1,044 658 

賞与引当金 532 534 

役員賞与引当金 30 21 

その他 11,685 10,090 

流動負債合計 67,660 57,253 

固定負債 

社債 10,030 10,000 

新株予約権付社債 12,000 270 

長期借入金 5,865 15,724 

長期預り保証金 6,187 5,555 

繰延税金負債 40 － 

退職給付引当金 2,771 3,143 

債務保証損失引当金 － 123 

その他 2,043 1,909 

固定負債合計 38,938 36,726 

負債合計 106,598 93,979 

純資産の部 

株主資本 

資本金 15,847 15,847 

資本剰余金 19,068 19,068 

利益剰余金 137,818 136,639 

自己株式 △14,328 △14,330 

株主資本合計 158,405 157,223 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,770 1,206 

繰延ヘッジ損益 △222 △54 

為替換算調整勘定 △874 △901 

評価・換算差額等合計 673 251 

少数株主持分 740 599 

純資産合計 159,819 158,074 

負債純資産合計 266,418 252,053 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 326,120 266,725 

売上原価 ※2 221,573 ※2 180,259 

売上総利益 104,546 86,466 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 99,192 ※1, ※2 85,887 

営業利益 5,354 579 

営業外収益 

受取利息 473 224 

受取配当金 873 754 

投資有価証券売却益 111 － 

不動産賃貸料 1,101 1,238 

持分法による投資利益 － 173 

その他 594 1,022 

営業外収益合計 3,153 3,412 

営業外費用 

支払利息 715 550 

売上割引 192 168 

投資有価証券売却損 24 0 

不動産賃貸費用 657 624 

固定資産廃棄損 625 251 

持分法による投資損失 121 － 

租税公課 153 108 

デリバティブ評価損 1,039 － 

その他 773 1,277 

営業外費用合計 4,303 2,981 

経常利益 4,203 1,009 

特別利益 

固定資産売却益 － 2,331 

投資有価証券売却益 － 167 

違約金収入 － 522 

特別利益合計 － 3,020 

特別損失 

投資有価証券評価損 4,042 859 

減損損失 ※3 117 ※3 38 

子会社株式評価損 50 71 

貸倒引当金繰入額 850 273 

債務保証損失引当金繰入額 － 123 

店舗閉鎖損失 － 210 

厚生年金基金脱退特別掛金 1,043 － 

退職給付制度移行損失 165 － 

抱合せ株式消滅差損 122 － 

システム開発中止損失 99 － 

割増退職金 112 － 

のれん償却額 ※4 7,009 － 

特別損失合計 13,613 1,576 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

△9,409 2,453 

法人税、住民税及び事業税 1,338 790 

法人税等調整額 1,726 1,009 

法人税等合計 3,064 1,800 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △483 57 

当期純利益又は当期純損失（△） △11,990 595 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 15,847 15,847 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,847 15,847 

資本剰余金 

前期末残高 19,068 19,068 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 19,068 19,068 

利益剰余金 

前期末残高 151,390 137,818 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,330 △1,774 

当期純利益又は当期純損失（△） △11,990 595 

連結範囲の変動 △250 － 

当期変動額合計 △13,572 △1,179 

当期末残高 137,818 136,639 

自己株式 

前期末残高 △14,319 △14,328 

当期変動額 

自己株式の取得 △8 △2 

当期変動額合計 △8 △2 

当期末残高 △14,328 △14,330 

株主資本合計 

前期末残高 171,986 158,405 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,330 △1,774 

当期純利益又は当期純損失（△） △11,990 595 

連結範囲の変動 △250 － 

自己株式の取得 △8 △2 

当期変動額合計 △13,580 △1,181 

当期末残高 158,405 157,223 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 7,255 1,770 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△5,484 △563 

当期変動額合計 △5,484 △563 

当期末残高 1,770 1,206 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 31 △222 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△253 167 

当期変動額合計 △253 167 

当期末残高 △222 △54 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △90 △874 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△784 △26 

当期変動額合計 △784 △26 

当期末残高 △874 △901 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 7,196 673 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,522 △422 

当期変動額合計 △6,522 △422 

当期末残高 673 251 

少数株主持分 

前期末残高 1,224 740 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △483 △141 

当期変動額合計 △483 △141 

当期末残高 740 599 

純資産合計 

前期末残高 180,407 159,819 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,330 △1,774 

当期純利益又は当期純損失（△） △11,990 595 

連結範囲の変動 △250 － 

自己株式の取得 △8 △2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,006 △564 

当期変動額合計 △20,587 △1,745 

当期末残高 159,819 158,074 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 △9,409 2,453 

減価償却費 6,487 6,334 

のれん償却額 7,186 283 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 586 264 

賞与引当金の増減額（△は減少） △56 △7 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36 371 

受取利息及び受取配当金 △1,346 △978 

支払利息 715 550 

持分法による投資損益（△は益） 121 △173 

固定資産売却損益（△は益） △2 △2,331 

固定資産廃棄損 625 251 

厚生年金基金脱退特別掛金 1,043 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △88 △177 

投資有価証券評価損益（△は益） 4,042 877 

子会社株式評価損 50 71 

デリバティブ評価損益（△は益） 1,039 195 

違約金収入 － △522 

売上債権の増減額（△は増加） 11,288 11,015 

たな卸資産の増減額（△は増加） △82 6,063 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,660 △7,584 

その他 1,950 △2,887 

小計 17,528 14,070 

利息及び配当金の受取額 1,445 978 

利息の支払額 △755 △516 

厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 △1,043 － 

違約金の受取額 － 472 

法人税等の支払額 △1,022 △1,268 

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,152 13,736 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △3,173 △1,663 

有形固定資産の売却による収入 516 2,952 

無形固定資産の取得による支出 △1,814 △1,816 

投資有価証券の取得による支出 △3,929 △2,557 

投資有価証券の売却による収入 7,509 2,244 

子会社株式の取得による支出 － △306 

短期貸付金の純増減額（△は増加） 882 △300 

長期貸付けによる支出 △785 △351 

長期貸付金の回収による収入 123 591 

その他 △340 △722 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,011 △1,929 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △545 △746 

長期借入れによる収入 30 10,150 

長期借入金の返済による支出 △367 △348 

社債の償還による支出 △10,060 △60 

新株予約権付社債の償還による支出 － △11,730 

自己株式の取得による支出 △8 △2 

配当金の支払額 △1,391 △1,781 

その他 － △227 

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,343 △4,746 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68 68 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,728 7,129 

現金及び現金同等物の期首残高 13,478 16,781 

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

272 － 

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額 

302 － 

現金及び現金同等物の期末残高 16,781 23,911 
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  該当事項なし。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数     25社

連結子会社名は、「２ 企業集団の状況」に記載
しているため省略している。
なお、当連結会計年度において、連結財務諸表に
おける重要性が増したことから、平成17年11月に
設立したコクヨベトナムを当連結会計年度より連
結子会社としている。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数      24社

連結子会社名は、「２ 企業集団の状況」に記載
しているため省略している。
なお、㈱カウネットは平成21年１月１日付けで㈱
ネットコクヨを吸収合併している。

(2) 主要な非連結子会社名

石見紙工業㈱

コクヨＩＫタイランド

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の
総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及
び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連
結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、
連結範囲から除外している。

(2) 主要な非連結子会社名

    石見紙工業㈱

コクヨＩＫタイランド

         同左

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数   ２社

関連会社名  ㈱ニッカン

      ㈱バッファローコクヨサプライ

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数   ２社

関連会社名  ㈱ニッカン

      ㈱バッファローコクヨサプライ

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

(主要な関連会社) 豊国工業㈱

持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金
等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として
重要性がないため、持分法の適用範囲から除外し
ている。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、フォーレスト㈱及び㈱アクタ
スの決算日は11月30日である。また、連結財務諸
表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表
を使用し、連結決算日までの期間に発生した重要
な取引については、連結上必要な調整を行ってい
る。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

ａ 満期保有目的の債券

償却原価法によっている。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

ａ 満期保有目的の債券

同左

ｂ その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっ
ている(評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定
している。)。

ｂ その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

投資事業有限責任組合等への出資

原価法によっている。ただし、組合規約に
規定される決算報告日に応じて入手可能な

近の決算書を基礎とし、組合決算の持分
相当額を純額方式により各連結会計年度の
損益として計上することとしている。ま
た、組合等がその他有価証券を保有してい
る場合で当該有価証券に評価差額がある場
合には、評価差額に対する持分相当額をそ
の他有価証券評価差額金に計上している。

時価のないもの

同左

投資事業有限責任組合等への出資

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

デリバティブ

時価法によっている。

デリバティブ

同左

運用目的の金銭の信託

時価法によっている。

運用目的の金銭の信託

同左

たな卸資産

主として先入先出法による原価法によっている。

たな卸資産

主として先入先出法による原価法（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

方法により算定）によっている。
 （会計方針の変更）

当連結会計年度より、「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日公表分 企業会計基準第９号）を適用してい

る。  

なお、これによる損益に与える影響は軽微であ

る。

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、平成19年４月１日以

後に取得した建物(建物附属設備を除く)は定額法

を、建物以外については定率法を採用している。 

ただし、平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得した建物(建物附属設備を除く)につい

ては、旧定額法を採用している。また、平成10年

３月31日以前に取得した建物及び平成19年３月31

日以前に取得した建物以外については、旧定率法

を採用している。  

また、平成19年３月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する定額法によっている。

リース資産(その他)についてはリース期間を償却

年数とし、リース期間満了時の処分見積価額を残

存価額とする定額法を採用している。

在外連結子会社については、主として定額法を採

用している。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具 ４～13年

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は、平成19年４月１日以

後に取得した建物(建物附属設備を除く)は定額法

を、建物以外については定率法を採用している。 

ただし、平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得した建物(建物附属設備を除く)につい

ては、旧定額法を採用している。また、平成10年

３月31日以前に取得した建物及び平成19年３月31

日以前に取得した建物以外については、旧定率法

を採用している。  

また、平成19年３月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する定額法によっている。 

在外連結子会社については、主として定額法を採

用している。  

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具 ４～13年

 

 
（追加情報）

   有形固定資産の減価償却方法の変更 

当社及び国内連結子会社は、機械装置の耐用年数

について平成20年度の法人税法の改正（所得税法

等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法

律第23号）を契機として資産の利用状況の見直し

を行った結果、当連結会計年度より、一部の資産

について耐用年数を変更している。  

これにより、売上総利益が110百万円、営業利益

が98百万円、経常利益が87百万円、税金等調整前

当期純利益が87百万円それぞれ減少している。
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前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

無形固定資産

定額法を採用している。

なお、市場販売目的のソフトウェアについては、

見込有効期間(３年)に基づく償却方法を採用し、

自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間(主として５年)に基づく定額法を

採用している。

無形固定資産（リース資産を除く）

              同左

リース資産 

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 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と 

する定額法によっている。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うちリース取引開始日が平成20年12月31日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっている。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上している。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員賞与の支給に

充てるため、支給見込額に基づき、当連結会計年

度負担分を計上している。

賞与引当金

同左

役員賞与引当金

当社は、役員賞与の支給に充てるため、支給見込

額に基づき、当連結会計年度負担分を計上してい

る。

役員賞与引当金

同左

退職給付引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき算定してい

る。なお、当社は前払年金費用に計上している。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（15年）による按分額

を費用処理している。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主

として15年)による按分額を定額法により、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること

としている。

退職給付引当金

同左

                   ─── 債務保証損失引当金

関係会社に対する保証債務を履行し、その履行に

伴う求償債権が回収不能になることに備えるた

め、当該会社の財政状態等を勘案して、個別に算

定した損失見込額を計上している。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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

理によっている。

(4)

 ───
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前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっている。な

お、特例処理の要件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理によっている。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下のとおりである。

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 製品輸入による 

外貨建仕入債務 

及び外貨建予定 

取引

金利スワップ 借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限

度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象

に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスク

を一定の範囲でヘッジしている。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又

は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両

者の変動額等を基礎にしてヘッジの有効性を評

価している。

為替予約については、原則的に将来の購入額に

基づくものであり、実行可能性が極めて高いた

め、有効性の評価を省略している。

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作成のための重要事項

 ①消費税等の処理方法

 税抜き方式によっている。

  ②連結納税制度の適用 

  当連結会計年度から連結納税制度を適用して 

  いる。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要事項

 ①消費税等の処理方法

同左

  ②連結納税制度の適用  

  連結納税制度を適用している。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっている。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、子会社投資ごとに投資効

果の発現する期間を見積り、20年以内で均等償却し

ている。なお、重要性のないものについては一括償

却している。

６ のれんの償却に関する事項

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっている。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

───
  
 
  
 
  
 
  
 

（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）

当連結会計年度より、「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いる。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微である。

───

（リース取引に関する会計基準等） 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改

正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）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

準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30

日 企業会計基準適用指針第16号）を適用し、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から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース

資産として計上している。  

リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零として算定する定額法を採用し

ている。  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち

リース取引開始日が平成20年12月31日以前のものにつ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっている。  

また、これによる損益に与える影響は軽微である。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において営業外費用の「その他の営

業外費用」に含めて表示していた「デリバティブ評価

損失」については、重要性が増したため、当連結会計

年度から区分掲記している。 

 なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他の営

業外費用」に含まれる「デリバティブ評価損失」は

191百万円である。

(連結貸借対照表)

財務諸表等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）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品及

び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記

している。 

なお、前連結会計年度の、「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ27,951百万円、1,217百万円、2,453百万

円である。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

 前連結会計年度において連結キャッシュ・フロー計

算書上「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「そ

の他」に含めて表示していた「デリバティブ評価損

失」については、重要性が増したため、当連結会計年

度より区分掲記している。  

 なお、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含まれる「デリバティブ

評価損失」は191百万円である。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日)

当連結会計年度
(平成21年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  99,543百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 102,189百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。

投資有価証券(株式) 5,469百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。

投資有価証券(株式) 6,443百万円

 

 ３ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に

対して次のとおり保証を行っている。

国誉寿都亜商貿（上海）有限

公司
111百万円

コクヨインターナショナル
（タイランド）

73

コクヨIKタイランド 52

石見紙工業㈱ 16

  計 253

また、従業員の金融機関からの借入金225百万円

に対して保証を行っている。  

 ３ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に

対して次のとおり保証を行っている。

ハートランド㈱ 90百万円

コクヨインターナショナル
（タイランド）

69

コクヨIKタイランド 13

㈱都市デザインシステム 10

石見紙工業㈱ 9

  計 193

また、従業員の金融機関からの借入金179百万円

に対して保証を行っている。

 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と貸出コミットメント契約を締結してい

る。

当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入金未実行残高等は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 20,000百万円

貸出実行残高 5,000

差引額 15,000

 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と貸出コミットメント契約を締結してい

る。

当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入金未実行残高等は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 20,000百万円

貸出実行残高 5,000

差引額 15,000

 

※５ 連結会計年度末日満期手形

 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしている。な

お、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれている。

 

受取手形 2,033百万円

支払手形 894

 
 

※５ 連結会計年度末日満期手形

 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしている。な

お、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれている。

 

受取手形 1,629百万円

支払手形 455
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりである。

荷造運搬費 26,520百万円

給料手当 27,425

退職給付費用 1,201

賞与引当金繰入額 474

※１ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりである。

荷造運搬費 22,170百万円

給料手当 24,262

退職給付費用 1,117

賞与引当金繰入額 487

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 

   開発費

1,680百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 

   開発費

1,555百万円

 

※３ 減損損失

当連結会計年度において、当連結子会社は以下の

資産グループについて減損損失を計上している。

場所 用途 種類 減損損失

㈱アクタス名古屋店 
（愛知県名古屋市）

店舗

建物及び 
構築物

56百万円

その他 1百万円

計 58百万円

㈱アクタス立川店 
（東京都立川市）

店舗

建物及び 
構築物

25百万円

その他 9百万円

計 35百万円

㈱アクタス 
アクタスキッズ 
マリノアシティ 

福岡店 他 
（福岡県福岡市 他）

店舗
建物及び 
構築物

23百万円

計 23百万円

合計 117百万円

当社グループは、原則として各事業会社を 小単

位としてグルーピングを行っているが、連結子会

社の㈱アクタスについては、店舗を基本単位とし

てグルーピングしている。

㈱アクタスは、店舗における営業活動から生じる

損益が継続してマイナスとなる資産グループ及び

閉鎖を決定している資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額117百万円を

減損損失として特別損失に計上している。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを

３％で割り引いて算定している。

 

※３ 減損損失

当連結会計年度において、当連結子会社は以下の

資産グループについて減損損失を計上している。

場所 用途 種類 減損損失

コクヨ中国販売㈱
駐車場 

（島根県松江市 
    玉湯町）

賃貸
駐車場

土地 38百万円

当社グループは、原則として各事業会社を 小単

位としてグルーピングを行っている。 

コクヨ中国販売㈱は、当該賃貸物件から得られる

キャッシュ・フローが時価の落ち込みにより減少

したため、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当

該減少額38百万円を減損損失に計上している。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを

３％で割り引いて算定している。

※４ のれん償却額 ※４

「連結財務諸表における資本連結手続に関する実

務指針」(日本公認会計士協会 平成20年３月25

日 会計制度委員会報告第７号)第32項の規定に

基づき、㈱アクタスの株式取得時に発生したのれ

んを一括償却したものである。

               ───
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加        9,997株 
  
  
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 平成20年３月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。 

 ・普通株式の配当に関する事項 

   
 平成20年８月８日開催の取締役会において、次のとおり決議している。 

 ・普通株式の配当に関する事項 

 
  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 平成21年３月27日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定である。 

 ・普通株式の配当に関する事項 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
増加株式数 減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式(株) 128,742,463 ― ― 128,742,463

自己株式

普通株式(株) 10,442,655 9,997 ― 10,452,652

①配当金の総額 443百万円

②１株当たり配当額 ３円75銭

③基準日 平成19年12月31日

④効力発生日 平成20年３月31日

①配当金の総額 887百万円

②１株当たり配当額 ７円50銭

③基準日 平成20年６月30日

④効力発生日 平成20年９月17日

①配当金の総額 887百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額 ７円50銭

④基準日 平成20年12月31日

⑤効力発生日 平成21年３月30日
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加          3,393株 
  
  
２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 平成21年３月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。 

 ・普通株式の配当に関する事項 

   
 平成21年７月28日開催の取締役会において、次のとおり決議している。 

 ・普通株式の配当に関する事項 

 
  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 平成22年３月30日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定である。 

 ・普通株式の配当に関する事項 

 
  

 
  

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
増加株式数 減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式(株) 128,742,463 ― ― 128,742,463

自己株式

普通株式(株) 10,452,652 3,393 ― 10,456,045

①配当金の総額 887百万円

②１株当たり配当額 ７円50銭

③基準日 平成20年12月31日

④効力発生日 平成21年３月30日

①配当金の総額 887百万円

②１株当たり配当額 ７円50銭

③基準日 平成21年６月30日

④効力発生日 平成21年９月４日

①配当金の総額 887百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額 ７円50銭

④基準日 平成21年12月31日

⑤効力発生日 平成22年３月31日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 11,569百万円

有価証券勘定 5,853

計 17,423

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △641

現金及び現金同等物 16,781

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 11,186百万円

有価証券勘定 12,814

計 24,001

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △90

現金及び現金同等物 23,911
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分は、製品・サービスの種類・性質等の類似性によっている。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はない。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、75,757百万円であり、その主なものは、親 

会社での余剰運用資金(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等で 

ある。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ステーショナ
リー関連事業 
(百万円)

ファニチャー
関連事業 
(百万円)

店舗
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高
(1) 外部顧客に対する
  売上高

168,902 138,216 19,000 326,120 ― 326,120

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 168,902 138,216 19,000 326,120 (―) 326,120

営業費用 164,479 136,710 19,575 320,765 (―) 320,765

営業利益又は営業損失
（△）

4,423 1,505 △ 574 5,354 (―) 5,354

Ⅱ 資産・減価償却費及び 
  資本的支出

   資産 100,386 82,608 7,665 190,660 75,757 266,418

  減価償却費 3,074 2,898 203 6,175 311 6,487

  資本的支出 2,342 2,220 142 4,705 282 4,988

事業区分 主要製品

ステーショナリー 

関連事業

伝票、複写簿、帳簿、リーフ、領収証、バインダー、ファイル、ファイリング

用品、クリヤーブック、ＰＰＣ用紙、連続伝票、ＦＡＸ感熱紙、インクジェッ

トプリンタ用紙、レーザープリンタ用紙、ラベル、ＰＣ関連用品、ＯＡ機器、

ＯＡ機器関連用品、製図デザイン用品、ノート、レポート、原稿用紙、スケッ

チブック、便箋、メモ用紙、アルバム、接着剤、額縁、金属文具、筆記用具、

粘着テープ、タック製品、ビジネスバッグ、防災用品、知育文具 等

ファニチャー 

関連事業

デスク、テーブル、回転イス、会議用イス、折りたたみイス、応接イス、役員

室用家具、キャビネット、保管庫、ロッカー、壁面収納庫、黒板、ＯＡ床材、

間仕切、天井材、棚、書架、耐火製品、展示ケース、ホール用イス、学校用家

具、図書館用家具、高齢者用家具、オフィスアクセサリー、新入学関連家具、

ＳＯＨＯ対応家具、家庭用家具 等

店  舗 

関連事業

商品陳列棚、カウンター、ワゴン、平台、ガラスショーケース、ワイヤーシェ

ルフ、ショッピングカート、ショッピングバスケット、販促用品、イベント用

品、木製什器、衣料用什器 等
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当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分は、製品・サービスの種類・性質等の類似性によっている。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はない。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、82,528百万円であり、その主なものは、親 

会社での余剰運用資金(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等で 

ある。 

５ 「追加情報 有形固定資産の減価償却の方法の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、機械装

置の耐用年数について平成20年度の法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日

法律第23号）を契機として資産の利用状況の見直しを行った結果、当連結会計年度より、一部の資産につい

て耐用年数を変更しております。  

この変更に伴い、当連結会計年度の営業利益はステーショナリー関連事業が15百万円増加し、営業損失はフ

ァニチャー関連事業が114百万円増加しております。 

ステーショナ
リー関連事業 
(百万円)

ファニチャー
関連事業 
(百万円)

店舗
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高
(1) 外部顧客に対する
  売上高

153,655 99,179 13,890 266,725 ― 266,725

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― (－) ―

計 153,655 99,179 13,890 266,725 (－) 266,725

営業費用 148,783 102,792 14,570 266,146 (－) 266,146

営業利益又は営業損失
（△）

4,872 △3,613 △679 579 (－) 579

Ⅱ 資産・減価償却費及び 
  資本的支出

   資産 94,240 70,155 5,128 169,524 82,528 252,053

  減価償却費 3,057 2,862 156 6,077 308 6,385

  資本的支出 2,348 946 79 3,375 104 3,479

事業区分 主要製品

ステーショナリー 

関連事業

伝票、複写簿、帳簿、リーフ、領収証、バインダー、ファイル、ファイリング

用品、クリヤーブック、ＰＰＣ用紙、連続伝票、ＦＡＸ感熱紙、インクジェッ

トプリンタ用紙、レーザープリンタ用紙、ラベル、ＰＣ関連用品、ＯＡ機器、

ＯＡ機器関連用品、製図デザイン用品、ノート、レポート、原稿用紙、スケッ

チブック、便箋、メモ用紙、アルバム、接着剤、額縁、金属文具、筆記用具、

粘着テープ、タック製品、ビジネスバッグ、防災用品、知育文具 等

ファニチャー 

関連事業

デスク、テーブル、回転イス、会議用イス、折りたたみイス、応接イス、役員

室用家具、キャビネット、保管庫、ロッカー、壁面収納庫、黒板、ＯＡ床材、

間仕切、天井材、棚、書架、耐火製品、展示ケース、ホール用イス、学校用家

具、図書館用家具、高齢者用家具、オフィスアクセサリー、新入学関連家具、

ＳＯＨＯ対応家具、家庭用家具 等

店  舗 

関連事業

商品陳列棚、カウンター、ワゴン、平台、ガラスショーケース、ワイヤーシェ

ルフ、ショッピングカート、ショッピングバスケット、販促用品、イベント用

品、木製什器、衣料用什器 等
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成

21年１月１日 至 平成21年12月31日)において、全セグメントの売上高合計及び全セグメントの

資産の金額の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略してい

る。 

  

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成

21年１月１日 至 平成21年12月31日)において、海外売上高がいずれも連結売上高の10％未満で

あるため、記載を省略している。 

  

   前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

    該当事項なし。 

  

   当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

    該当事項なし。 

  

 
  

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(関連当事者情報)

(税効果会計関係)

前連結会計年度末 
(平成20年12月31日)

当連結会計年度末 
(平成21年12月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金繰入限度超過額 217百万円

未払事業税 215

投資有価証券評価損否認 8,206

退職給付引当金超過額 3,395

貸倒引当金繰入限度超過額 538

繰越欠損金 5,620

その他 2,338

 繰延税金資産小計 20,530

評価性引当額 △13,480

 繰延税金資産合計 7,049

 

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 1,218百万円

固定資産圧縮積立金  △ 981

その他 △ 414

 繰延税金負債合計 △ 2,614

 繰延税金資産の純額 4,435

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金繰入限度超過額 217百万円

未払事業税 145

投資有価証券評価損否認 11,309

退職給付引当金超過額 2,815

貸倒引当金繰入限度超過額 1,091

繰越欠損金 5,123

その他 1,788

 繰延税金資産小計 22,492

評価性引当額 △16,582

 繰延税金資産合計 5,910

 

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △608百万円

固定資産圧縮積立金 △971

その他 △421

 繰延税金負債合計 △2,001

 繰延税金資産の純額 3,908

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるので、差異原因の項目別内訳の記載を省略してい

る。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳

法定実効税率 40.6％

  (調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △7.0％

住民税均等割等 4.8％

評価性引当額の変動 28.2％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.4％
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(注） 表中の「取得原価」は減損後の帳簿価額である。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証

券評価損3,793百万円を計上している。 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成20年12月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価 

(百万円)

連結決算日における 

連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 

(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 ① 株式 10,575 16,315 5,740

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 500 530 30

小計 11,075 16,846 5,770

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 ① 株式 5,430 4,455 △974

 ② 債券 4,422 3,954 △468

 ③ その他 4,000 2,916 △1,083

小計 13,854 11,327 △2,526

合計 24,929 28,173 3,244

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

7,420 111 24

３ 時価評価されていない有価証券

(1) 満期保有目的の債券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場外国債券等 6,065

合計 6,065

(2) その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 1,097

キャッシュ・リザーブ・ファンド 5,000

マネー・マネジメント・ファンド 301

その他 1,995

合計 8,395

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分
１年以内 

(百万円)

１年超５年以内 

(百万円)

５年超10年以内 

(百万円)

10年超 

(百万円)

満期保有目的の債券

 ① 債券 ― 263 874 4,927

小計 ― 263 874 4,927

その他有価証券

 ① 債券 ― 21 ― 3,933

 ② その他 ― 549 1,064 1,833

小計 ― 570 1,064 5,767

合計 ― 834 1,939 10,694
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(注） 表中の「取得原価」は減損後の帳簿価額である。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証

券評価損877百万円を計上している。 

なお、有価証券の減損に当たっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行うこととしている。 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

当連結会計年度(平成21年12月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価 

(百万円)

連結決算日における 

連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 

(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 ① 株式 9,345 13,876 4,530

 ② 債券 222 229 6

 ③ その他 698 972 274

小計 10,266 15,078 4,811

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 ① 株式 6,438 5,262 △1,176

 ② 債券 4,468 3,787 △681

 ③ その他 3,845 2,973 △871

小計 14,752 12,022 △2,729

合計 25,018 27,100 2,082

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

2,244 167 0

３ 時価評価されていない有価証券

(1) 満期保有目的の債券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場外国債券等 5,411

合計 5,411

(2) その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 1,257

キャッシュ・リザーブ・ファンド 12,512

マネー・マネジメント・ファンド 302

その他 1,264

合計 15,336

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分
１年以内 

(百万円)

１年超５年以内 

(百万円)

５年超10年以内 

(百万円)

10年超 

(百万円)

満期保有目的の債券

 ① 債券 － 92 2,694 2,625

小計 － 92 2,694 2,625

その他有価証券

 ① 債券 204 24 － 3,698

 ② その他 － 1,014 1,092 421

小計 204 1,039 1,092 4,120

合計 204 1,131 3,786 6,745
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(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 取引の内容

当社が行っているデリバティブ取引は金利スワップ

取引、為替予約取引及び通貨スワップ取引である。

１ 取引の内容

２ 取引に対する取組方針

当社は、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッ

ジ及び、効率的な資金の運用・調達を行うためにデ

リバティブ取引を導入している。投機目的やトレー

ディング目的には行わない方針である。

２ 取引に対する取組方針

同左

３ 取引の利用目的

デリバティブ取引は、運用資産の利回り向上及び将

来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的とし

ている。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っている。

３ 取引の利用目的

         同左

ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、

特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いては特例処理によっている。

ヘッジ会計の方法

        同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は以下のとおりである。

 ヘッジ手段…為替予約 

       金利スワップ

ヘッジ対象…製品輸入による外貨建仕入債務 

      及び外貨建予定取引 

      借入金

ヘッジ手段とヘッジ対象

           同左

ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度

額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスク及び為替相場変動リスクを一定

の範囲でヘッジしている。

ヘッジ方針

        同左

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変

動額等を基礎にして評価している。 

為替予約については、原則的に将来の購入額に基

づくものであり、実行可能性が極めて高いため、

有効性の評価を省略している。

ヘッジの有効性評価の方法

        同左
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前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

４ 取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動リスクを、為替

予約取引、通貨スワップ取引については為替相場の

変動リスクを有している。なお、当社のデリバティ

ブ取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機関で

あるため、相手方の契約不履行によるリスクはほと

んどないと認識している。

４ 取引に係るリスクの内容

                   同左

５ 取引に係るリスクの管理体制

当社のデリバティブ取引については、取締役会で定

められた基本方針に基づき経理部がその実行及び管

理を行っており、毎決算終了時に取締役会に対して

デリバティブ取引の実績報告を行っている。

５ 取引に係るリスクの管理体制

同左

２ 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1)通貨関連

種類

前連結会計年度
(平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

契約額等 
(百万円)

契約額等 
のうち 
１年超 

(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 

(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨スワップ取引
受取米ドル・支払円

2,165 1,561 △249 △249 1,561 957 △151 △151

為替予約取引
受取米ドル・支払円

2,770 2,062 △220 △220 2,062 1,596 △242 △242

受取ユーロ・支払円 1,087 497 △117 △117 497 153 △12 △12

合計 6,024 4,121 △587 △587 4,121 2,707 △405 △405

(2)金利関連

種類

前連結会計年度
(平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

契約額等 
(百万円)

契約額等 
のうち 
１年超 

(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 

(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

金利スワップ取引

受取変動・支払固定 5,000 4,000 44 44 5,000 4,000 58 58

合計 5,000 4,000 44 44 5,000 4,000 58 58

前連結会計年度 
(平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

１ 契約額等の金額は、デリバティブ取引契約におけ

る想定元本の金額である。

  １    同左

２ 想定元本の金額は、市場リスク・信用リスクを測

る指標ではない。

  ２    同左

３ 時価の算定方法は、デリバティブ取引契約を締結

している取引金融機関から提示された価格によ

る。

  ３    同左

４ ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は除

いている。

  ４      同左
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型年金（キャッシュバランスプラン型年金、厚生年金基金制

度、適格退職年金制度）、確定拠出年金及び退職一時金制度を中心とした退職給付制度を設けている。

  当連結会計年度において、一部の連結子会社は、従来の適格退職年金制度もしくは退職一時金制度か

ら確定給付型年金制度及び確定拠出年金制度へ移行している。また、これに合わせて、従来加入してい

た総合設立型の厚生年金基金を脱退している。  

  また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。 

  

  

  

 
(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

  

  

 
(注) １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除している。 

２ 簡便法を適用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上している。 

３ 「ヘ その他」には、特別損失に計上されている「退職給付制度移行損失」165百万円が含まれている。 

４ 上記退職給付費用以外に、厚生年金基金脱退に伴う特別掛金1,043百万円を特別損失に「厚生年金基金脱退

特別掛金」として計上している。 

  

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を定額法により、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしている。) 

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社の退職給付制度

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年12月31日)

イ 退職給付債務 △17,273百万円

ロ 年金資産 6,620

ハ 退職給付信託 9,989

ニ 未積立退職給付債務(イ＋ロ＋ハ) △664

ホ 未認識数理計算上の差異 7,913

ヘ 未認識過去勤務債務(債務の減額) △2,126

ト 連結貸借対照表計上額純額(ニ＋ホ＋ヘ) 5,123

チ 前払年金費用 7,895

リ 退職給付引当金(ト－チ) △2,771

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

イ 勤務費用(注)１，２ 898百万円

ロ 利息費用 306

ハ 期待運用収益 △577

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 758

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △248

ヘ その他（臨時に支払った割増退職金等）(注)３ 426

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 1,564

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率      1.5％

ハ 期待運用収益率      2.4％～3.2 ％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数     15年

   (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理している。)

ホ 数理計算上の差異の処理年数     10年～15年

コクヨ㈱ （7984） 平成21年12月期　決算短信

37



当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型年金（キャッシュバランスプラン型年金）、確定拠出年金及

び退職一時金制度を中心とした退職給付制度を設けている。 

  また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。 

  

  

  

 
(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

  

  

 
(注) １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除している。 

２ 簡便法を適用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上している。 

  

  

  

 
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を定額法により、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしている。) 

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社の退職給付制度

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年12月31日)

イ 退職給付債務 △19,361百万円

ロ 年金資産 8,362

ハ 退職給付信託 11,654

ニ 未積立退職給付債務(イ＋ロ＋ハ) 655

ホ 未認識数理計算上の差異 7,454

ヘ 未認識過去勤務債務(債務の減額) △2,010

ト 連結貸借対照表計上額純額(ニ＋ホ＋ヘ) 6,099

チ 前払年金費用 9,242

リ 退職給付引当金(ト－チ) △3,143

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

イ 勤務費用(注)１，２ 971百万円

ロ 利息費用 290

ハ 期待運用収益 △512

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 947

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △243

ヘ その他（臨時に支払った割増退職金等） 264

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 1,717

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率      1.5％

ハ 期待運用収益率      2.4％～3.2 ％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数     15年

   (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理している。)

ホ 数理計算上の差異の処理年数     10年～15年
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

（共通支配下の取引等） 

Ⅰ．コクヨグループ物流体制の再編について 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

 
    いずれの会社もコクヨ㈱の子会社であり、コクヨサプライロジスティクス㈱は連結子会社、 

    その他の企業は非連結子会社である。 

(2)企業結合の法的形式 

 コクヨサプライロジスティクス㈱を存続会社、その他の企業を解散会社とする吸収合併 

 である。   

(3)結合後企業の名称 

   コクヨサプライロジスティクス㈱ 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

   ①取引の目的      

       類似・重複した機能を持つ子会社を結合させることで、グループ物流業務の一元化・効 

       率化を図る。また、 新システムに経営資源を集約することで、グループ内外の顧客に高 

       品質のサービスを迅速に提供する。これらにより、事業の競争力を強化し、企業価値を高 

       めることを目指すものである。 

  ②合併の期日 

       平成20年７月１日 

２．実施した会計処理の概要 

     「企業結合に係る会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適 

       用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っている。 

  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 該当事項なし。 

  

(企業結合等関係)

コクヨサプライロジスティクス㈱  貨物運送取扱業・倉庫業（内容：紙製品等の運送・保管）

関東オフィスサプライロジスティクス㈱  貨物運送取扱業・倉庫業（内容：紙製品等の運送・保管）

東京オフィスサプライロジスティクス㈱  貨物運送取扱業・倉庫業（内容：紙製品等の運送・保管）

近畿オフィスサプライロジスティクス㈱  貨物運送取扱業・倉庫業（内容：紙製品等の運送・保管）

九州オフィスサプライロジスティクス㈱  貨物運送取扱業・倉庫業（内容：紙製品等の運送・保管）
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 

   

 
  

リース取引に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略している。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 1,344円82銭 １株当たり純資産額 1,331円30銭

１株当たり当期純損失 101円36銭 １株当たり当期純利益 5円03銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株あたり当期純損失であり、また希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載していない。

前連結会計年度末

(平成20年12月31日)

当連結会計年度末

(平成21年12月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 159,819 158,082

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円)

740 599

（うち少数株主持分） (740) (599)

普通株式に係る純資産額(百万円) 159,078 157,482

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数（千株）

118,289 118,286

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) △11,990 595

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）（百万円）

△11,990 595

 期中平均株式数（千株） 118,295 118,287

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

2024年満期ユーロ円建転換制
限条項付転換社債型新株予約
権付社債(券面総額12,000百
万円並びに新株予約権1種類
(新株予約権の数2,400個))

2024年満期ユーロ円建転換制
限条項付転換社債型新株予約
権付社債(券面総額270百万円
並びに新株予約権1種類(新株
予約権の数54個))

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

（固定資産の譲渡について）

当社は、平成21年２月13日に開催された取締役会決議

に基づき、以下の固定資産の譲渡を決議した。  

(1)譲渡資産  

 旧府中配送センター跡地（7,006.73㎡）  

 帳簿価額 317百万円  

(2)所在地  

 東京都府中市西原町  

(3)譲渡予定価額  

 2,610百万円  

(4)譲渡予定時期  

 平成21年3月31日 

(5)今後の業績見通しに与える影響 

 当該固定資産売却により、平成21年12月期に2,293 

  百万円の固定資産売却益が発生する見込みである。 

                   ───

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 5,967 6,315 

売掛金 19 7 

有価証券 5,853 12,814 

商品 37 15 

貯蔵品 214 200 

短期貸付金 ※3 25,285 ※3 10,582 

未収入金 5,864 4,259 

繰延税金資産 82 83 

その他 619 627 

貸倒引当金 △2 △0 

流動資産合計 43,940 34,906 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 17,815 16,662 

構築物（純額） 546 466 

機械及び装置（純額） 335 294 

車両運搬具（純額） 3 2 

工具、器具及び備品（純額） 1,921 1,603 

土地 37,465 36,960 

リース資産（純額） － 19 

建設仮勘定 241 64 

有形固定資産合計 ※1 58,330 ※1 56,073 

無形固定資産 

特許権 0 － 

借地権 77 77 

ソフトウエア 257 208 

電信電話専用施設利用権 3 3 

電話加入権 42 42 

無形固定資産合計 381 331 

投資その他の資産 

投資有価証券 36,064 34,154 

関係会社株式 68,977 67,733 

出資金 575 677 

従業員に対する長期貸付金 3 1 

関係会社長期貸付金 780 11,309 

敷金及び保証金 545 491 

破産更生債権等 1,570 220 

長期前払費用 180 189 

前払年金費用 7,895 9,242 

繰延税金資産 1,747 1,455 

その他 2,042 2,434 

貸倒引当金 △1,571 △6,620 

投資その他の資産合計 118,813 121,290 

固定資産合計 177,525 177,695 

資産合計 221,465 212,601 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1 0 

1年内返済予定の長期借入金 1 1 

短期借入金 5,000 5,000 

未払金 1,838 1,873 

未払費用 309 335 

未払法人税等 8 29 

預り金 ※3 25,285 ※3 24,898 

賞与引当金 30 45 

役員賞与引当金 30 21 

債務保証損失引当金 350 － 

その他 59 1 

流動負債合計 32,916 32,205 

固定負債 

社債 10,000 10,000 

新株予約権付社債 12,000 270 

長期借入金 5,002 15,001 

長期預り保証金 735 734 

長期未払金 1,407 771 

債務保証損失引当金 － 223 

その他 205 113 

固定負債合計 29,352 27,114 

負債合計 62,268 59,319 

純資産の部 

株主資本 

資本金 15,847 15,847 

資本剰余金 

資本準備金 19,066 19,066 

資本剰余金合計 19,066 19,066 

利益剰余金 

利益準備金 3,961 3,961 

その他利益剰余金 

退職給与積立金 2,250 2,250 

固定資産圧縮積立金 ※2 1,165 ※2 1,165 

別途積立金 133,500 127,500 

繰越利益剰余金 △4,139 △3,482 

利益剰余金合計 136,737 131,394 

自己株式 △14,326 △14,329 

株主資本合計 157,324 151,979 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,872 1,303 

評価・換算差額等合計 1,872 1,303 

純資産合計 159,197 153,282 

負債純資産合計 221,465 212,601 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

営業収益 

商品売上高 70 25 

関係会社受取配当金 1,730 2,540 

経営運営料 3,582 2,759 

不動産賃貸収入 4,842 4,685 

その他の営業収益 54 37 

営業収益合計 ※2 10,281 ※2 10,049 

売上原価 

商品期首たな卸高 173 37 

当期商品仕入高 3,046 2,942 

合計 3,219 2,979 

商品他勘定振替高 234 109 

商品期末たな卸高 37 15 

売上原価合計 ※1, ※2 2,947 ※1, ※2 2,855 

売上総利益 7,334 7,193 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 － － 

給料及び手当 1,051 1,135 

賞与 364 401 

賞与引当金繰入額 30 45 

退職給付費用 252 511 

役員賞与引当金繰入額 30 21 

事務委託費 652 486 

減価償却費 805 1,013 

コンピュータ費 826 772 

広告宣伝費 741 185 

賃借料 413 453 

福利厚生費 446 375 

雑費 1,625 909 

販売費及び一般管理費合計 ※2, ※3 7,240 ※2, ※3 6,312 

営業利益 94 881 

営業外収益 

受取利息 405 294 

有価証券利息 230 80 

受取配当金 769 549 

投資有価証券売却益 111 － 

その他 185 440 

営業外収益合計 1,700 1,363 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

営業外費用 

支払利息 510 505 

社債利息 225 144 

投資有価証券売却損 20 14 

不動産賃貸費用 131 119 

固定資産売却損 6 93 

固定資産廃棄損 235 26 

控除対象外消費税 153 108 

デリバティブ評価損 487 － 

その他 498 369 

営業外費用合計 2,269 1,381 

経常利益又は経常損失（△） △474 864 

特別利益 

固定資産売却益 － 2,331 

投資有価証券売却益 － 167 

違約金収入 － 522 

特別利益合計 － 3,020 

特別損失 

投資有価証券評価損 4,032 859 

貸倒引当金繰入額 1,400 5,000 

子会社株式評価損 － 1,544 

債務保証損失引当金繰入額 350 223 

特別損失合計 5,782 7,628 

税引前当期純損失（△） △6,257 △3,742 

法人税、住民税及び事業税 △1,911 △1,083 

法人税等調整額 1,951 908 

法人税等合計 39 △174 

当期純損失（△） △6,296 △3,568 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 15,847 15,847 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,847 15,847 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 19,066 19,066 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 19,066 19,066 

資本剰余金合計 

前期末残高 19,066 19,066 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 19,066 19,066 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 3,961 3,961 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,961 3,961 

その他利益剰余金 

退職給与積立金 

前期末残高 2,250 2,250 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,250 2,250 

配当準備積立金 

前期末残高 3,900 － 

当期変動額 

配当準備積立金の取崩 △3,900 － 

当期変動額合計 △3,900 － 

当期末残高 － － 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 1,165 1,165 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,165 1,165 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

別途積立金 

前期末残高 133,500 133,500 

当期変動額 

当期変動額合計 － △6,000 

当期末残高 133,500 127,500 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △412 △4,139 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,330 △1,774 

当期純損失（△） △6,296 △3,568 

配当準備積立金の取崩 3,900 － 

別途積立金の取崩 － 6,000 

当期変動額合計 △3,727 657 

当期末残高 △4,139 △3,482 

利益剰余金合計 

前期末残高 144,364 136,737 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,330 △1,774 

当期純損失（△） △6,296 △3,568 

配当準備積立金の取崩 － － 

別途積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 △7,627 △5,342 

当期末残高 136,737 131,394 

自己株式 

前期末残高 △14,318 △14,326 

当期変動額 

自己株式の取得 △8 △2 

当期変動額合計 △8 △2 

当期末残高 △14,326 △14,329 

株主資本合計 

前期末残高 164,960 157,324 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,330 △1,774 

当期純損失（△） △6,296 △3,568 

自己株式の取得 △8 △2 

当期変動額合計 △7,636 △5,345 

当期末残高 157,324 151,979 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 7,203 1,872 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△5,331 △569 

当期変動額合計 △5,331 △569 

当期末残高 1,872 1,303 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 0 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△0 － 

当期変動額合計 △0 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 7,204 1,872 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△5,332 △569 

当期変動額合計 △5,332 △569 

当期末残高 1,872 1,303 

純資産合計 

前期末残高 172,165 159,197 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,330 △1,774 

当期純損失（△） △6,296 △3,568 

自己株式の取得 △8 △2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,332 △569 

当期変動額合計 △12,968 △5,914 

当期末残高 159,197 153,282 
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  該当事項なし。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 ａ 満期保有目的の債券 

   償却原価法によっている。

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 ａ 満期保有目的の債券

同左

 ｂ 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法によっている。

 ｂ 子会社株式及び関連会社株式

同左

 ｃ その他有価証券

   時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法によってい
る(評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定してい
る。)。

 ｃ その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法によっている。
   時価のないもの

同左

投資事業有限責任組合等への出資
原価法によっている。ただし、組合規約に規定
される決算報告日に応じて入手可能な 近の決
算書を基礎とし、組合決算の持分相当額を純額
方式により各期の損益として計上することとし
ている。また、組合等がその他有価証券を保有
している場合で当該有価証券に評価差額がある
場合には、評価差額に対する持分相当額をその
他有価証券評価差額金に計上している。

投資事業有限責任組合等への出資

同左

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

   時価法によっている。

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法

同左

３ 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法 

    時価法によっている。

３ 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法

同左

４ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   先入先出法による原価法によっている。

４ たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法（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よ
り算定）によっている。

（会計方針の変更）
当事業年度より、「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
公表分 企業会計基準第９号）を適用している。
なお、これによる損益に与える影響は軽微であ
る。

５ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産
  平成19年４月１日以降に取得した建物（建物附属
    設備を除く）は定額法を、建物以外については定 
  率法を採用している。 
  ただし、平成10年４月１日から平成19年３月31日 
  までに取得した建物（建物附属設備を除く）につ 
  いては、旧定額法を採用している。また、平成10 
  年３月31日以前に取得した建物及び平成19年３月 
  31日以前に取得した建物以外については、旧定率 
  法を採用している。 
    また、平成19年３月31日以前に取得したものにつ  
    いては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年  
  から５年間で均等償却する定額法によっている。 
  なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 
    建物及び構築物       ７～50年 
    機械装置及び車両運搬具   ４～13年

５ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

             同左

 

（追加情報）
有形固定資産の減価償却方法の変更  
当社は、機械装置の耐用年数について平成20年度の
法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律
平成20年４月30日 法律第23号）を契機として資産
の利用状況の見直しを行った結果、当事業年度よ
り、一部の資産について耐用年数を変更している。  
なお、これによる損益に与える影響は軽微である。
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第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 (2) 無形固定資産

  定額法を採用している。

  なお、市場販売目的のソフトウェアについては、見

込有効期間（３年）に基づく償却方法を採用し、自

社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してい

る。

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

             同左

  

 

 (3) リース資産

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 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前

のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に債権の回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上している。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

  従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づ

き、当期負担分を計上している。

 (2) 賞与引当金

同左

 (3) 役員賞与引当金

  役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づ

き、当期負担分を計上している。

 (3) 役員賞与引当金

同左

 (4) 債務保証損失引当金

  関係会社に対する保証債務を履行し、その履行に伴

う求償債権が回収不能になることに備えるため、当

該会社の財政状態等を勘案して、個別に算定した損

失見込額を計上している。

 (4) 債務保証損失引当金

            同左 

 

(5) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき算定して

いる。なお、当期は前払年金費用を計上している。

  過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（15年）による按分額を費

用処理している。

  数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による

按分額を定額法により、それぞれ発生の翌期から費

用処理することとしている。

(5) 退職給付引当金

同左

７ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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によ

っている。

７

───
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第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

８ ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、

特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いては特例処理によっている。

８ ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッ  

   ジ対象は以下のとおりである。 

    （ヘッジ手段）   （ヘッジ対象） 

     金利スワップ    借入金

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

            同左

(3)ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度

額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスクを一定の範囲でヘッジしてい

る。

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変

動額等を基礎にしてヘッジの有効性を評価してい

る。

 

(4)ヘッジの有効性評価の方法

同左

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 (1)消費税等の処理方法

税抜方式によっている。

 (2)連結納税制度の適用 

  当事業年度から連結納税制度を適用している。

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 (1)消費税等の処理方法

           同左

 (2)連結納税制度の適用  

  連結納税制度を適用している。

コクヨ㈱ （7984） 平成21年12月期　決算短信

50



  

 
  

 
  

(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

───

（リース取引に関する会計基準等） 

当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平

成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日

企業会計基準適用指針第16号）を適用し、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から通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産

として計上している。  

リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零として算定する定額法を採用し

ている。  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。  

また、これによる損益に与える影響は軽微である。

【表示方法の変更】

第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

（損益計算書）

前事業年度において区分掲記していた販売費及び一般

管理費の「販売促進費」(当事業年度174百万円)は重

要性が減少したため、当事業年度から「雑費」に含め

て表示している。  

  

前事業年度において販売費及び一般管理費の「雑費」

に含めて表示していた「賞与」「広告宣伝費」「賃借

料」「福利厚生費」については、重要性が増したた

め、当事業年度から区分掲記している。  

なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「雑費」

に含まれる「賞与」は429百万円、「広告宣伝費」は

303百万円、「賃借料」は382百万円、「福利厚生費」

は395百万円である。  

  

前事業年度において営業外費用の「その他の営業外費

用」に含めて表示していた「デリバティブ評価損失」

については、重要性が増したため、当事業年度から区

分掲記している。  

なお、前事業年度の営業外費用の「その他の営業外費

用」に含まれる「デリバティブ評価損失」は116百万

円である。 

             ───
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第62期 

（平成20年12月31日）

第63期 

（平成21年12月31日）

※１ 有形固定資産減価償却累計額  48,645百万円 ※１ 有形固定資産減価償却累計額   49,997百万円

※２ 土地買換にかかる圧縮記帳を租税特別措置法に基

づき利益処分により積立てたものである。

※２         同 左

※３ 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの

は次のとおりである。

短期貸付金 

預り金

25,283百万円

25,179

※３ 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの

は次のとおりである。

短期貸付金 

預り金

14,820百万円

24,810

 

４ 保証債務

(1) 関係会社の金融機関に対する保証

国誉商業（上海）有限公司 226百万円

コクヨインターナショナル・

アジア
141

その他 444

計 812

上記のうち、外貨建債務保証は、決算日の為替

相場により円換算している。

 

４ 保証債務

(1) 関係会社の金融機関に対する保証

ハートランド㈱ 162百万円

その他 382

計 544

上記のうち、外貨建債務保証は、決算日の為替

相場により円換算している。

(2) 従業員の金融機関に対する保証

225百万円

(2) 従業員の金融機関に対する保証

179百万円

 ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と貸出コミットメント契約を締結してい

る。

当事業年度末における貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 20,000百万円

貸出実行残高 5,000

差引額 15,000

 ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と貸出コミットメント契約を締結してい

る。

当事業年度末における貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 20,000百万円

貸出実行残高 5,000

差引額 15,000

(損益計算書関係)

第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

※１ 他勘定へ振替高の内訳

販売費及び一般管理費 179百万円

固定資産 29

未収入金 24

  計 234

※１ 他勘定へ振替高の内訳

販売費及び一般管理費 95百万円

固定資産 13

未収入金 －

  計 108

※２ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れている。

商品売上高 29百万円

関係会社配当金 1,730

経営運営料 3,582

不動産賃貸収入 3,933

※２ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れている。

商品売上高 1百万円

関係会社配当金 2,540

経営運営料 2,759

不動産賃貸収入 3,783

※３ 研究開発費の総額

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

                    89百万円

※３ 研究開発費の総額

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

                    63百万円
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第62期（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

単元未満株式の買取による増加         9,997株 

  

第63期（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

単元未満株式の買取による増加           3,393株 

  

 第62期（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

 第63期（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加株式数 減少株式数 当事業年度末

普通株式（株） 10,431,134 9,997 － 10,441,131

株式の種類 前事業年度末 増加株式数 減少株式数 当事業年度末

普通株式（株） 10,441,131 3,393 － 10,444,524

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 

(繰延税金資産)

賞与引当金繰入限度超過額 12百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 778

投資有価証券評価損否認 7,916

退職給付引当金超過額 2,314

繰越欠損金 3,114

その他 469

 繰延税金資産小計 14,606

評価性引当額 △10,699

 繰延税金資産合計 3,906

 

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △1,279百万円

固定資産圧縮積立金 △796

 繰延税金負債合計 △2,076

 繰延税金資産の純額 1,830

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金繰入限度超過額 18百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 2,777

投資有価証券評価損否認 8,347

退職給付引当金超過額 1,538

繰越欠損金 2,670

その他 276

 繰延税金資産小計 15,629

評価性引当額 △12,631

 繰延税金資産合計 2,997

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △662百万円

固定資産圧縮積立金 △796

 繰延税金負債合計 △1,459

 繰延税金資産の純額 1,538

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳

当事業年度は税引前当期純損失を計上しているの

で、差異原因の項目別内訳の記載を省略している。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳

         

         同左
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

   
 ２ １株当たり当期純損失金額 

   

(１株当たり情報)

第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 1,345円69銭 １株当たり純資産額 1,295円73銭

１株当たり当期純損失 53円22銭 １株当たり当期純損失 30円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載していない。

同左

第62期

(平成20年12月31日)

第63期

(平成21年12月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 159,197 153,282

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円)

― ―

普通株式に係る純資産額(百万円) 159,197 153,282

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株）

118,301 118,297

第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 当期純損失（△）(百万円) △6,296 △3,568

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

 普通株式に係る 
        当期純損失（△）（百万円）

△6,296 △3,568

 期中平均株式数（千株） 118,306 118,298

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要

2024年満期ユーロ円建転換制
限条項付転換社債型新株予約
権付社債（券面総額12,000百
万円並びに新株予約権1種類
（新株予約権の数2,400個))

2024年満期ユーロ円建転換制
限条項付転換社債型新株予約
権付社債(券面総額270百万円
並びに新株予約権1種類(新株
予約権の数54個))

(重要な後発事象)

第62期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第63期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

（固定資産の譲渡について）

当社は、平成21年２月13日に開催された取締役会決議

に基づき、以下の固定資産の譲渡を決議した。  

(1)譲渡資産  

 旧府中配送センター跡地（7,006.73㎡）  

 帳簿価額 317百万円  

(2)所在地  

 東京都府中市西原町  

(3)譲渡予定価額  

 2,610百万円  

(4)譲渡予定時期  

 平成21年3月31日  

(5)今後の業績見通しに与える影響  

  当該固定資産売却により、平成21年12月期に2,293

  百万円の固定資産売却益が発生する見込みである。 

                   ―――
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① 代表者の異動 

 ・昇任予定代表取締役  

  代表取締役副社長  黒田 康裕（現 代表取締役専務）  

  

② その他の役員の異動 

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動（平成22年３月30日付予定） 

(2) その他
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