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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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 ％

22年12月期第1四半期 16,568 10.0 741 ― 561 ― 532 ―
21年12月期第1四半期 15,066 ― △157 ― △290 ― △788 ―

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

22年12月期第1四半期 2,301.62 ―
21年12月期第1四半期 △3,416.95 ―

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

22年12月期第1四半期 73,471 29,352 39.0 123,933.59
21年12月期 74,948 29,035 37.9 122,594.26

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  28,686百万円 21年12月期  28,376百万円

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

21年12月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

35,000 8.1 1,250 387.5 1,000 734.1 550 ― 2,376.12

通期 70,000 5.0 2,500 18.2 2,000 21.6 2,500 671.6 10,800.54
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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) 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】  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、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 234,072株 21年12月期  234,072株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  2,602株 21年12月期  2,602株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 231,470株 21年12月期第1四半期 230,806株
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当第１四半期連結累計期間におきましては、国内外とも、新興国を中心とした需要拡大に牽引され
て、景気は緩やかな回復基調にありましたが、雇用や所得に対する不安感を背景に、個人消費の冷え込
みは継続しました。  
 このような状況のなか、国内スティショナリー市場におきましては、店頭販売では個人需要の低迷か
ら脱しきっておりませんが、法人のノベルティ需要には底打ち感が見られました。販売が好調な消せる
インキの「フリクション」シリーズは全世界での累計出荷が２億本を超え、記念キャンペーンにより更
なる売上の加速を図っており、滑らかなインキの油性ボールペン「アクロボール」も売上を堅調に伸ば
しております。また、多機能筆記具「4+1（フォープラスワン）ライト」やシャープペンシル「S3（エ
ススリー）」、インキ色や筆記幅を自由に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」等の売れ筋商品に新色ボディカラーを揃え、市場喚起を図りました。  
 海外スティショナリー市場におきましても、国内同様、個人需要は低迷が続いておりますが、流通在
庫の調整が一巡したことにより、商品に動きが出はじめております。米州地域ではゲルインキボールペ
ン「G-2（ジートゥー）」が、また欧州地域では「frixion（フリクション）」シリーズが、それぞれ好
調な売上で推移いたしました。アジア地域では特に中国において販売地域の拡大が売上の伸長につなが
っております。  
 スティショナリー用品事業の売上は153億２百万円、営業利益は９億53百万円でありました。  
 玩具事業につきましては、国内外において玩具市場にやや持ち直しが見られますものの、購買単価の
低下は継続しております。国内では、「スイスイおえかき」シリーズや「アヒル隊長」シリーズは堅調
に推移し、新製品の「シャワープリンセス」や「シュシュルン」も出足好調でありましたが、「メルち
ゃん」シリーズの不振が続きました。海外では、前連結会計年度に引き続きメタモインキ部材が大きく
伸長するとともに、「Aquadoodle（アクアドゥードゥル（日本名：スイスイおえかき））」も売上が回
復しつつあります。  
 玩具事業の売上は８億６百万円、営業利益は92百万円でありました。  
 その他の事業では、宝飾事業におきましては、不景気の影響を受けた奢侈品消費抑制による購買単価
の低下に加え、婚姻組数の減少も続いております。そのなかでも、利益確保のために経費節減に努めま
すとともに、当社主力商材のマリッジリングを中心に販売を進め、好評の誕生石内面留サービスキャン
ペーンの継続や、店別のきめ細かな販売対策の効果もあり、対前年同四半期比で減収増益となりまし
た。  
 産業資材事業におきましては、景気回復に伴い、産業用機器に使用されるサーマル（熱転写）リボン
や、自動車関連のセラミックス部品やサプライ品等の需要が回復しつつあります。また、医療関連分野
におけるセラミックス製品やプラスチック部材の売上も、順調に推移いたしました。  
 その他の事業の売上は４億59百万円、営業損失は３百万円でありました。 
 なお、前第３四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントを開示しておりますので、対前年同
四半期比の記載を省略しております。 
 以上により、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は165億68百万円（前年同四半期連結累
計期間比（以下「前年同四半期比」）10.0％増）となりました。国内外別では、国内市場における連結
売上高が65億22百万円（前年同四半期比3.0％減）、海外市場における連結売上高が100億46百万円（前
年同四半期比20.4％増）であります。損益面につきましては、連結営業利益７億41百万円（前年同四半
期は営業損失１億57百万円）、 連結経常利益５億61百万円（前年同四半期は経常損失２億90百万
円）、連結四半期純利益５億32百万円（前年同四半期は四半期純損失７億88百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比14億76百万円減少し、734億71百万円
となりました。 
 流動資産は８億37百万円減少し429億15百万円となり、固定資産は６億38百万円減少し305億56百万円
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８億３百万円減少、また棚卸資産（「商品及び製
品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」の合計）が５億66百万円減少しております。 
 固定資産については、減価償却費の計上等による有形固定資産の減少８億82百万円が主な要因であり
ます。 
 負債は、前連結会計年度末比17億93百万円減少し、441億19百万円となりました。 
 流動負債は、７億33百万円増加し303億30百万円となり、固定負債は25億26百万円減少し137億88百万
円となりました。 
 流動負債については、「短期借入金」が12億85百万円減少する一方、「１年内返済予定の長期借入
金」が20億62百万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27億
66百万円によるものであります。 

・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
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純資産は、前連結会計年度末比３億16百万円増加し、293億52百万円となりました。これは主に「そ
の他有価証券評価差額金」の増加１億37百万円、「為替換算調整勘定」の減少１億23百万円、「利益剰
余金」の増加２億99百万円によるものです。 

  

平成22年12月期の通期業績予想につきましては、本日付「業績予想の修正に関するお知らせ」におき
まして、平成22年２月15日付で公表した数値から変更をいたしました。これは、本日付「固定資産の譲
渡に関するお知らせ」のとおり、当社が神奈川県平塚市に保有する遊休地の譲渡に伴い、平成22年12月
期第３四半期におきまして、約21億92百万円の特別利益を計上する見通しとなったことによるものであ
ります。 
 なお当社グループを取り巻く状況は、法人需要に若干の回復の兆しが見られますものの、個人消費の
冷え込みは継続いたしております。当第１四半期連結累計期間におきましては、前年と比較して売上
高、営業利益とも改善いたしておりますが、本格的な回復には至っておりません。当社グループは、引
き続き売上の拡大を図るとともに、あらゆる経費の圧縮に努め、収益を確保してまいります。 

  
  

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１四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１四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１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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

(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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,262 7,340

受取手形及び売掛金 16,001 16,804

商品及び製品 10,412 10,892

仕掛品 3,495 3,465

原材料及び貯蔵品 1,548 1,665

繰延税金資産 2,348 1,958

その他 1,066 1,782

貸倒引当金 △220 △157

流動資産合計 42,915 43,752

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,527 18,101

減価償却累計額 △8,871 △8,932

建物及び構築物（純額） 8,656 9,168

機械装置及び運搬具 23,481 23,544

減価償却累計額 △20,023 △19,921

機械装置及び運搬具（純額） 3,457 3,622

その他 14,886 14,911

減価償却累計額 △13,247 △13,180

その他（純額） 1,638 1,731

土地 6,332 6,431

建設仮勘定 147 161

有形固定資産合計 20,232 21,115

無形固定資産   

借地権 4,545 4,545

その他 265 284

無形固定資産合計 4,810 4,829

投資その他の資産   

投資有価証券 3,667 3,436

繰延税金資産 223 152

前払年金費用 1,009 1,037

その他 963 966

貸倒引当金 △351 △342

投資その他の資産合計 5,513 5,250

固定資産合計 30,556 31,195

資産合計 73,471 74,948
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 11,670 11,559

短期借入金 6,379 7,664

1年内返済予定の長期借入金 7,297 5,234

未払法人税等 367 365

未払費用 2,054 2,313

繰延税金負債 59 60

返品調整引当金 143 138

賞与引当金 761 364

役員賞与引当金 16 28

設備関係支払手形 98 124

その他 1,482 1,741

流動負債合計 30,330 29,597

固定負債   

長期借入金 11,253 14,019

繰延税金負債 404 163

退職給付引当金 419 403

役員退職慰労引当金 178 167

負ののれん 1,408 1,438

その他 124 122

固定負債合計 13,788 16,314

負債合計 44,119 45,912

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 21,482 21,183

自己株式 △183 △183

株主資本合計 32,471 32,172

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △196 △333

繰延ヘッジ損益 △9 △6

為替換算調整勘定 △3,579 △3,455

評価・換算差額等合計 △3,784 △3,795

少数株主持分 665 659

純資産合計 29,352 29,035

負債純資産合計 73,471 74,948
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 15,066 16,568

売上原価 9,134 9,917

売上総利益 5,931 6,651

販売費及び一般管理費 ※１  6,089 ※１  5,910

営業利益又は営業損失（△） △157 741

営業外収益   

受取利息 73 69

負ののれん償却額 30 29

為替差益 2 －

その他 59 75

営業外収益合計 165 175

営業外費用   

支払利息 124 116

退職給付会計基準変更時差異の処理額 144 144

為替差損 － 77

その他 29 16

営業外費用合計 298 355

経常利益又は経常損失（△） △290 561

特別利益   

固定資産売却益 0 24

ゴルフ会員権売却益 － 3

貸倒引当金戻入額 89 1

特別利益合計 90 29

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 1 12

投資有価証券評価損 134 －

関係会社株式評価損 1 －

事業構造改善費用 ※２  44 －

特別損失合計 181 12

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△382 578

法人税等 ※３  408 ※３  41

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △788 532
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該当事項はありません。 

  

  株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

  

（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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注記事項 

 
  

 
  

当第１四半期連結会計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議いたしました。これに

伴い、当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与

えると見込まれる事象が発生いたしました。具体的な内容は以下の通りであります。 

（１）当該事象の発生年月日 

平成22年５月14日（取締役会決議） 

  

（２）当該事象の内容 

① 譲渡の理由 

平成19年度より開始した当社グループの生産拠点の再編は、平成21年度をもって終了いたしました

が、この再編に伴う平塚地区における生産・開発機能の集約により、従来工場として使用しておりま

した当該固定資産は、平成21年度に工場を閉鎖し、現在は遊休地となっております。 

 このたび、当社資産の効率的な活用を図るため、譲渡することといたしました。 

  

6. その他の情報

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年3月31日)

前連結会計年度末 
(平成21年12月31日)

 
 受取手形割引高 41百万円

 
 受取手形割引高 113百万円

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間  
(自 平成22年１月１日  
 至 平成22年３月31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。

※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 1,087百万円

 運賃荷造費   567

 給与手当 1,634

 賞与    24

 賞与引当金繰入額   288

 貸倒引当金繰入額    34

 退職給付費用  128

 減価償却費   157

 研究開発費   291
 

広告宣伝費   931百万円

運賃荷造費   617

給与手当 1,655

賞与    21

賞与引当金繰入額   236

貸倒引当金繰入額    84

退職給付費用  129

減価償却費   144

研究開発費   285

※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。

※２       ───────

※３ 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        同左

(重要な後発事象)
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② 譲渡資産の内容 

 
  

③ 譲渡の相手先の概要 

 
  

④ 譲渡の日程 

 
  

（３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 

当該固定資産譲渡により、平成22年12月期の損益計算書及び連結損益計算書において特別利益として固

定資産売却益約2,192百万円を計上する予定であります。 

  

資産の内容及び所在 譲渡価額 帳簿価額 現況

土地 21,936.58㎡ 
（神奈川県平塚市田村三
丁目1667番１）

2,325百万円 98百万円 更地

（１）名称 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

（２）所在地 東京都港区西新橋３－９－４

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 石田浩二

（４）事業内容

船舶、航空機、車輌、産業機械、工作機械、電子計算
機、事務用機器、医療器械、商業用設備等各種物品 
および物件、不動産ならびに諸権利の取得、賃貸および
リース業務等

（５）資本金 150億円

（６）設立年月 1963年２月

（７）純資産 482,272百万円

（８）総資産 3,138,510百万円

（９）大株主及び持株比率
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 60% 
住友商事株式会社 40%

（10）当社との関係 記載すべき関係はありません。

平成22年５月14日 取締役会決議

平成22年５月14日 契約締結

平成22年７月（予定） 物件引渡期日
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