
平成22年12月期 決算短信 
平成23年2月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社パイロットコーポレーション 上場取引所 東 大 
コード番号 7846 URL http://www.pilot.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 渡辺 広基
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 小久保 好雄 TEL 03-3538-3700
定時株主総会開催予定日 平成23年3月30日 配当支払開始予定日 平成23年3月31日
有価証券報告書提出予定日 平成23年3月30日

1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(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 ％

22年12月期 69,363 4.1 5,216 146.6 4,631 181.5 4,824 ―
21年12月期 66,655 △16.8 2,115 △68.2 1,645 △67.4 324 △69.9

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 ％ ％ ％

22年12月期 20,842.59 ― 16.3 6.3 7.5
21年12月期 1,401.26 1,396.74 1.2 2.2 3.2
（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―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

22年12月期 72,343 31,496 42.7 133,371.09
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  30,871百万円 21年12月期  28,376百万円

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

22年12月期 6,153 918 △5,650 8,224
21年12月期 4,782 △4,305 1,554 7,116

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 ％ ％

21年12月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 462 142.7 1.7
22年12月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 462 9.6 1.6
23年12月期 

（予想） ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 15.4

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23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

36,000 2.1 2,750 △4.9 2,500 3.1 1,500 △17.4 6,480.32

通期 72,000 3.8 5,500 5.4 5,000 8.0 3,000 △37.8 12,960.64
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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、20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 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、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 
   ２ 自己株式は、当連結会計年度に従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式2,602株であります。 

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） 22年12月期 234,072株 21年12月期 234,072株
② 期末自己株式数 22年12月期  2,602株 21年12月期  2,602株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年12月期 46,965 0.0 413 ― 859 ― 2,024 ―
21年12月期 46,946 △15.3 △1,265 ― △649 ― △726 ―

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

22年12月期 8,747.78 ―
21年12月期 △3,143.87 ―

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 56,481 21,948 38.9 94,820.19
21年12月期 58,911 20,389 34.6 88,086.13
（参考） 自己資本 22年12月期  21,948百万円 21年12月期  20,389百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。実際の業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、６ページ「次期の見通し」をご覧ください。 
個別業績予想につきましては、その重要性を判断した結果、記載を省略いたします。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策の延長等の効果に加え、アジアを中心とした

新興国経済の成長を背景に、企業収益は徐々に持ち直しの動きがみられたものの、雇用情勢は依然とし

て厳しく、加えて、円高の進行や株安、デフレの長期化等、先行き不透明な状況に変化はなく景気の足

踏み状態が続きました。 

また、世界経済においても中国やインドなどの新興国の経済成長がけん引役となり緩やかな回復基調

がみられましたが、欧米における失業率の高止まりに加え、欧州での金融・財政不安懸念等に起因した

景気下押しリスクもあり、本格的な景気回復にはいたりませんでした。 

当社グループの主要事業であるステイショナリー市場においては、国内・外ともに依然として消費低

迷からのはっきりとした回復は見られませんでしたが、当社の消えるボールペン「フリクション」シリ

ーズが他社にない画期的なアイテムであることから、世界で年間１億本の生産・販売を達成するヒット

商品となる等、商品力の差が業績を左右する傾向が一段と明確になってまいりました。 

このような経営環境の下、当社グループといたしましては、経営の効率化によるコスト削減と研究開

発力の強化、充実に注力いたしました。前期に引き続き、基幹である筆記具事業において生産体制の効

率化によるコスト削減対策と販売費及び一般管理費の削減を着実に実施いたしました。 

また、当社の100％子会社であったパイロットプレシジョン株式会社（「生産拠点の再編計画」の柱

として平成20年７月１日付で当社と合併）の本社工場跡地を資産の効率的な活用を図る観点から2,325

百万円で第三者に売却し、 終的に2,180百万円の譲渡益を実現いたしました。これにより、平成19年

度から着手した「生産拠点の再編計画」は名実ともに終了いたしました。 

さらに、グループ内の各拠点に分散していた開発資源を集約するため、平成21年10月１日付で平塚工

場内に新設した「湘南開発センター」に、新たに子会社の開発陣も加わり、より効率的かつスピード感

のある商品開発体制の充実を図りました。 

以上の結果、連結売上高は693億63百万円（前期比4.1％増）、連結営業利益は52億16百万円（前期比

146.6%増）、連結経常利益は46億31百万円（前期比181.5%増）、連結当期純利益が48億24百万円（前期

比14.9倍）となりました。 

  

事業の種類別の状況は、次のとおりであります。 

国内のステイショナリー市場は、年間を通して個人、法人共に消費低迷が続く中、大手量販店グルー

プでは伸長が見られたものの、専門店では来店客数が減少し苦戦する傾向が見られました。そのような

状況において、当社は直販体制のメリットを 大限に発揮した営業方針により、高付加価値である自社

製品を中心に積極的な販売活動を展開いたしました。特に消せるインキで大好評の「フリクション」シ

リーズでは、待望のノック式「フリクションボールノック 05／07」を７月に投入し、シリーズ全体の

活性化に繋げました。８月には新機構採用のシャープペンシル「デルフル」、９月は「ハイテックＣ」

シリーズに４色・５色用の本体ボディーを追加した事により、学生からビジネスユースまで幅広い支持

を受けております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

（ア）ステイショナリー用品事業

[国内営業の状況]
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さらに、10月には滑らかインキとタイヤパターングリップが特長の油性ボールペン「アクロボール」

シリーズに、多色ボールペン「アクロボール３」を追加した他、11月には滑らかで 強のシャープ芯

「ネオックス・グラファイト」、「フリクション」シリーズのカラーペンタイプ「フリクションカラー

ズ」12色を発売したことにより、新規ユーザーの開拓と年末から始まる新学期商戦に向け好調なスター

トを切りました。 

また、法人需要が停滞する中においても、商品力の評価に加え、ギフト向け名入れキャンペーン等を

実施した結果、絶大なる人気の「フリクションライト」に加え、油性ボールペン「レックスグリップ」

や「スーパーグリップノック」、「パティント」、「フィードリフテック３色／４色」等が受注数を拡

大し売上、収益の向上に大きく貢献いたしました。 

その他、高級筆記具では、インキ色を楽しみながらお使いいただける透明軸の万年筆「カスタム ヘ

リテイジ92」や、細く使いやすい回転式多機能筆記具「２＋１（ツープラスワン）リッジ」がその洗練

されたデザインの美しさとともに販売も好調でありました。 

海外のステイショナリー市場では、米国における失業率の高止まりや経済悪化懸念に加え、欧州で発

生した財政不安により個人消費の回復が遅れていましたが、前期末より市場における流通在庫調整が一

巡したことを受けて、出荷数量が増加に転じ概ね好調に推移いたしました。 

米州地域におきましては、主要販売先であるアメリカにおいて、既に代表的な筆記具として認知され

ているゲルインキボールペン「Ｇ－２（ジーツー）」や水性ボールペン「ハイテックポイント Ｖ５／

Ｖ７」が伸長した他、「フリクション」シリーズもその利便性が徐々に浸透した結果、順調に販売数を

伸ばしております。また、ブラジルにおいては、経済が活況を呈する中で、当社が主力ブランドとして

の地位を占める油性マーカーやホワイトボードマーカーが好調でありました。 

欧州地域におきましては、「フリクション」シリーズが商品の利便性とユニークさで欧州文化とマッ

チし、消費者に支持されたことから引き続き好調でありました。また、環境配慮型商品（ビグリーンシ

リーズ）「Ｂ２Ｐ（ビーツーピー）」は、ペットボトルを意識したデザインがエコロジー商品として欧

州地域の市場で認められ売上に貢献いたしました。 

アジア地域では、中国において販売体制の強化に積極的に取り組んだ結果、「フリクション」シリー

ズを中心に販売が拡大し、売上記録を更新するまでに成長いたしました。その他、シンガポール、台

湾、香港、インドネシアにおいても引き続き高いシェアを維持いたしました。 

  

以上により、ステイショナリー用品事業の当期売上高は633億２百万円（前期比4.1％増）となりまし

た。 

  

当社グループのパイロットインキ株式会社では、温度変化によりインキ色が変わることが特徴の「メ

タモインキ」等、特殊インキの開発、製造、販売を担っており、筆記具事業以外では、知育、女の子向

け玩具を中心とした玩具事業を営んでおります。当連結会計年度における玩具事業では、前期同様、国

内外共に年間を通して消費意欲、購買単価の回復は見られず引き続き厳しい状況にありました。 

[海外営業の状況]

（イ）その他の事業

（a）玩具事業の状況
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国内では新規カテゴリーであるホビー商品の「シュシュルン」が日本おもちゃ大賞を受賞し、売上に

も大きく貢献いたしましたが、主力の「メルちゃん」シリーズ、「スイスイおえかき」シリーズは苦戦

いたしました。 

海外では、主力である「アクアドゥードゥル（スイスイおえかき）」の低価格帯商品が伸長し、メタ

モインキ部材も好調に推移いたしました。 

宝飾事業は、当社が持つ万年筆製造技術を派生させたものであり、その伝統の技術と商品開発力を活

かした製品が高い評価を得て事業展開を行っております。 

しかしながら、近年ではライフスタイルの多様化と婚姻組数減少などの影響もあり、主力商材である

マリッジリングの需要はやや減少傾向となりました。この様な状況下、硬度と耐久性に優れた「Ｐｔａ

ｕ（ピトー）」に細身タイプ（２mm幅）の新製品８種類を、また、低価格帯ブランド「トゥルーラブ」

には商流に合った新製品（４種類）を投入し需要の掘り起こしを行いました。さらに、サイズ交換サー

ビスやリング内面誕生石留め等各種販売促進キャンペーンを実施するなど、販売拡大に努めました。 

産業資材関連では、景気回復の遅れから来る受注の不安定な状況が続きましたが、政府によるエコカ

ー減税延長や北米向け需要の増加から自動車業界の回復に伴い、セラミックス部品の受注は年間を通し

て好調でありました。また、食品業界を中心とした熱転写リボン関連も安定して推移いたしました。こ

のような状況の下、セラミックス部品及び熱転写リボンを中心に、産業分野、医療関連分野における新

規商材の模索と市場開拓により、今後の拡販に向けた取組みを開始しております。 

  

以上により、その他の事業における当期売上高は60億60百万円（前期比3.8%増）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績につきましては、上記のような状況の下、次のとおりであります。 

売上高は331億39百万円(前期比0.4％減)、営業利益は35億77百万円(前期比218.4％増)となりまし

た。 

売上高は163億38百万円(前期比0.4％増)、営業利益は９億77百万円(前期比19.3％増)となりまし

た。 

売上高は146億２百万円(前期比14.0％増)、営業利益は９億30百万円(前期比102.4％増)となりまし

た。 

売上高は52億82百万円(前期比23.0％増)、営業利益は３億14百万円(前期比125.9倍)となりまし

た。 

  

（b）宝飾事業の状況

（c）産業資材事業の状況

(日本)

(米州)

(欧州)

(その他の地域)

－　5　－

㈱パイロットコーポレーション（7846）　平成22年12月期　決算短信



  

次期の経営環境といたしましては、中国やインドを始めとする新興国の経済成長が続くと見られま

す。一方、先進国においては緩やかな回復基調が続くものの、欧米における失業率の高止まりに加え、

欧州での金融・財政不安懸念に起因した景気下押しリスクもあります。以上に加え、円高基調が今後も

続くことが見込まれ、先行き不透明な状況に大きな変化がないものと予想されます。ステイショナリー

市場におきましても、ユーザーの消費意欲の回復は遅れており、低価格志向も強まる中、当社を取り巻

く環境は、引き続き楽観を許さないものと考えております。 

このような中、「３．経営方針(4) 会社の対処すべき課題」に記載の通り、“国内営業における収益

性の向上”、“海外営業における売上の回復”、“生産部門による原価の低減”の各課題に対し、各部

門並びに全社員が危機感とスピード感をもって改革に取組み、グループ全体で販売費や一般管理費の削

減等のコストダウンに努め、利益の確保に取組んでまいります。 

以上により、次期の連結業績予想といたしましては、売上高720億円、営業利益55億円、経常利益50

億円、当期純利益30億円を見込んでおります。 

  

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ26億４百万円減少し、723億43百万円（前期比

3.5％減）となりました。  

 流動資産は前連結会計年度末に比べ９億74百万円減少し、427億78百万円（前期比2.2％減）となりま

した。これは主に、現金及び預金が11億７百万円増加した一方で、棚卸資産が13億31百万円減少したこ

とによるものです。  

 固定資産は前連結会計年度末に比べ16億30百万円減少し、295億64百万円（前期比5.2％減）となりま

した。これは主に、減価償却費等の計上によるものです。  

 流動負債は前連結会計年度末に比べ17億25百万円減少し、278億71百万円（前期比5.8％減）となりま

した。これは主に、借入金（短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の合計）が18億33百万円減少

したことによるものです。  

 固定負債は前連結会計年度末に比べ33億39百万円減少し、129億75百万円（前期比20.5％減）となり

ました。これは主に、長期借入金が34億88百万円減少したことによるものです。  

 純資産は前連結会計年度末に比べ24億60百万円増加し、314億96百万円（前期比8.5％増）となりまし

た。これは主に、利益剰余金の増加43億52百万円、為替換算調整勘定の減少17億92百万円によるもので

す。  

② 次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

－　6　－

㈱パイロットコーポレーション（7846）　平成22年12月期　決算短信



  

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ11億

８百万円増加し、82億24百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動による資金の増加は、61億53百万円（前連結会計年度は47億82百万円の増加）となりまし

た。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益67億76百万円、減価償却費23億47百万円であり、支出

の主な内訳は、固定資産売却損益22億14百万円、法人税等の支払額10億11百万円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動による資金の増加は、９億18百万円（前連結会計年度は43億５百万円の減少）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出14億75百万円及び有形固定資産の売却による収入27億

45百万円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）  

 財務活動による資金の減少は、56億50百万円（前連結会計年度は15億54百万円の増加）となりまし

た。これは主に、短期借入金の純減少額35億34百万円、長期借入金の返済による支出52億29百万円、長

期借入れによる収入35億80百万円によるものです。 

  

なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

 
（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計算しております。  

・株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しており

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全ての負債を

対象としております。  

・営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営

業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。  

  

② キャッシュ・フローの状況

平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率（％） 37.9 42.7

時価ベースの自己資本比率（％） 32.1 46.0

債務償還年数（年） 5.6  3.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.7 13.6
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当社グループの事業につきましては、海外売上高比率が大きいことから為替や景気動向の影響を受け

やすく、収益が大きく変動する可能性があります。当社はこのような外的要因による利益変動を、直接

的に利益配分に反映させることは適切ではないと考え、あくまでも安定配当を基本方針としておりま

す。  

 なお内部留保金は原則として、新商品の開発、市場競争力の強化、将来の事業展開や設備投資等に充

当してまいります。  

 以上の方針により、当期の期末配当金は１株につき1,000円といたします。当期中間配当金として、

既に１株につき1,000円を実施いたしておりますので、年間の配当金は１株につき2,000円となります。 

 次期につきましても、引き続き厳しい経営環境で推移するものと考えておりますが、安定的な利益配

分を実施するための配当原資の確保に努め、株主の皆様のご期待にお応えしたいと考えております。 

  

当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、株主・投資家の皆様の判断に重要な

影響を及ぼす可能性のある主要なリスク事項には、以下のようなものがあります。なお、本事項の文中

に将来に関する事項が含まれておりますが、当連結会計年度末日現在において、当社グループが判断し

たものであります。 

① 当社グループの製商品の主要原材料であります金属及び樹脂等の石化製品の購入価格は、国内及び

海外の市況並びに為替相場の変動の影響を受けます。それにより、予期せぬ異常な変動が生じた場合

は、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

② 当社グループは、「金融商品会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準」を適用いたしてお

ります。今後の経営環境の悪化等により、投資有価証券に係わる時価や固定資産の収益性が低下した

場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 当社グループの事業のうち、当連結会計年度の売上高の62.5％が海外の売上高となっております。

さらに当社は、海外に12社の連結子会社を擁しておりますので、為替相場の変動や海外子会社の経営

環境の変化などにつきましては、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④ 当社グループの主な生産拠点は神奈川県、群馬県及び三重県に立地しておりますが、特に大規模地

震等予測不能の自然災害により、甚大な被害を受けた場合、当社グループの業績や財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑤ 当社グループは、資金需要に対してその内容や財政状況および金融環境を考慮し、調達の金額・期

間・方法等を判断しております。今後の金利の変動に備え、固定金利・変動金利を適宜組み合わせて

調達を行なっておりますが、金利が上昇した場合には支払利息が増加し、当社の経営成績並びに財政

状況に悪影響を及ぼす可能性があります。  

  

  

(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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当社グループは、当社、子会社及び関連会社の計25社より構成されており、「ステイショナリー用

品」、「その他」の製造、仕入及び販売を主な事業としているほか、これらに付帯するサービス業務を営

んでおります。 

各事業の主な内容は、次のとおりであります。 
  

 
  

事業の系統図は次のとおりであります。 
 

2. 企業集団の状況

事業の種類別 
セグメントの名称

主要な会社 事業内容

ステイショナリー用品事
業

当社 
パイロットインキ㈱ 
Pilot  Corporation  of 
Europe S.A. 
Pilot  Corporation  of 
America

万年筆、シャープペンシル、ボールペン、マーキングペ
ン、インキ、替芯、ノート類、バッグ類、ファイル、磁
気利用筆記板、プリンタリボン、コンピュータ関連用品
類等

その他の事業
当社 
パイロットインキ㈱

玩具、リング等の貴金属アクセサリー、セラミックス部
品
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1918年（大正７年）に国産初の万年筆を製造・販売して以来、文化の担い手として、「造る人」、

「売る人」、「使う人」の三者いずれかのみが損をしても、あるいは、いずれかのみが得をしても事業

の存続、継続はありえないという「三者鼎立」の基本理念のもと、一体となって常に創造性を高め、新

技術を探求し、開拓者精神をもって新しい市場の開拓、新しい製商品の開発、新しいサービスの提供に

取り組むことができるグループ経営を目標としております。 

  

当社グループの目標とする経営指標につきましては、連結経営を重視するなかで、事業主体でありま

す当社はもとより、国内外のグループ会社における売上高・営業利益並びに経常利益の確保に努め、経

営体質の変革を目指してまいります。 

  

2018年の創業100周年に向けて「顧客満足度世界一の筆記具メーカー」になることを掲げ、高い品質

と付加価値の象徴としての「PILOT」及び「Namiki」ブランドを全世界に浸透・定着させ、当社グルー

プ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の更なる確保及び向上を目指して、事業展開を行ってお

ります。これに基づき、他社と差別化した商品を適正な価格で販売することにより、不毛な価格競争に

陥ることなく利益を確保してまいります。  

 また、主力の筆記具事業により培った技術を応用した関連事業を展開することにより、事業領域と収

益の拡大を図ってまいります。 

  

当社グループは、以下の各課題にスピード感を持った取り組みが必要であると考えております。 

ユーザー・市場視点でものづくりを考えたとき、国内市場は開発・生産にもっとも近い位置にありま

す。当社はその国内市場との連携を深めるために、販売店への直販を基本的な営業体制といたしており

ますが、販売促進活動の強化や競合他社との価格競争により収益性が低下しており、その向上が急務で

あると認識しております。 

そのために、販売活動に係る直接・間接の経費の見直しを進め、成果も着実に出てきております。投

入した費用をより効率的に活用し、効果的な販売促進活動を行うとともに、収益性の高い自社製品を中

心とした販売活動を一段と強化してまいります。 

当社グループは、全世界で販売活動を展開いたしておりますが、特に先進各国におきましては、商品

の機能や品質が高い評価を受け、「PILOT」ブランドの浸透とともに、高いシェアを獲得いたしており

ます。海外市場におきましては、この先進国でのポジションを維持するとともに、中国やインドを中心

とする新興国につきましても、国や地域ごとに最適な営業体制を構築するとともにニーズに合った商品

を提供し、販売の拡大と「PILOT」ブランドの浸透を図ってまいります。 

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

① 国内営業について

② 海外営業について
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また、他社との差別化により圧倒的な商品力を持つ水性及びゲルインキボールペンに加え、油性ボー

ルペン分野におきましてもインドネシア、ブラジル等での現地生産能力を強化し、新興国市場でのシェ

ア向上を実現し、世界的な不況により低下した海外市場での売上規模回復を目指します。 

国内外ともに厳しい競争が続く中、お客様に満足していただける商品を世界で戦えるコストで作るこ

とが、メーカーとしての当社に与えられた課題であります。当社は、平成19年度より開始した生産拠点

の再編を通じ、生産・開発機能の集約、及び、人的資源の効率的な再配置を進め、技術開発力の強化並

びに生産性の向上とコストの削減が可能な体制を構築してまいりました。その結果、特色ある新商品群

の開発や、製造原価の低減に具体的成果も上げてまいりましたが、引き続きこれまでの方針を徹底し、

より利益の出せる生産体制の確立に邁進してまいります。 

  

  

③ 生産について
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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21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,340 8,448

受取手形及び売掛金 16,804 16,947

商品及び製品 10,892 9,755

仕掛品 3,465 3,413

原材料及び貯蔵品 1,665 1,521

繰延税金資産 1,958 1,530

その他 1,782 1,399

貸倒引当金 △157 △238

流動資産合計 43,752 42,778

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,101 17,167

減価償却累計額 △8,932 △9,123

建物及び構築物（純額） 9,168 8,044

機械装置及び運搬具 23,544 22,983

減価償却累計額 △19,921 △19,847

機械装置及び運搬具（純額） 3,622 3,136

その他 14,911 14,663

減価償却累計額 △13,180 △13,267

その他（純額） 1,731 1,395

土地 6,431 6,588

建設仮勘定 161 171

有形固定資産合計 21,115 19,335

無形固定資産   

借地権 4,545 4,545

その他 284 446

無形固定資産合計 4,829 4,991

投資その他の資産   

投資有価証券 3,436 3,289

繰延税金資産 152 365

前払年金費用 1,037 927

その他 966 985

貸倒引当金 △342 △329

投資その他の資産合計 5,250 5,238

固定資産合計 31,195 29,564

資産合計 74,948 72,343
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,559 11,230

短期借入金 7,664 4,004

1年内返済予定の長期借入金 5,234 7,061

未払法人税等 365 1,028

未払費用 2,313 2,203

繰延税金負債 60 3

返品調整引当金 138 144

賞与引当金 364 366

役員賞与引当金 28 45

設備関係支払手形 124 115

その他 1,741 1,667

流動負債合計 29,597 27,871

固定負債   

長期借入金 14,019 10,530

繰延税金負債 163 286

退職給付引当金 403 429

役員退職慰労引当金 167 211

環境対策引当金 － 42

負ののれん 1,438 1,318

その他 122 156

固定負債合計 16,314 12,975

負債合計 45,912 40,846

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 21,183 25,536

自己株式 △183 △183

株主資本合計 32,172 36,524

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △333 △407

繰延ヘッジ損益 △6 2

為替換算調整勘定 △3,455 △5,248

評価・換算差額等合計 △3,795 △5,653

少数株主持分 659 624

純資産合計 29,035 31,496

負債純資産合計 74,948 72,343
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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21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 66,655 69,363

売上原価 40,470 39,649

売上総利益 26,185 29,713

販売費及び一般管理費 24,069 24,497

営業利益 2,115 5,216

営業外収益   

受取利息 273 323

受取配当金 71 174

負ののれん償却額 120 119

その他 298 300

営業外収益合計 763 918

営業外費用   

支払利息 498 440

退職給付会計基準変更時差異の処理額 577 577

為替差損 45 409

その他 111 75

営業外費用合計 1,233 1,502

経常利益 1,645 4,631

特別利益   

固定資産売却益 8 2,216

ゴルフ会員権売却益 － 3

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 87 1

負ののれん発生益 － 59

その他 － 0

特別利益合計 96 2,281

特別損失   

固定資産売却損 2 2

固定資産除却損 280 39

投資有価証券評価損 134 32

ゴルフ会員権評価損 0 2

関係会社株式評価損 1 －

減損損失 229 －

事業構造改善費用 226 7

土壌改良費用 71 8

環境対策引当金繰入額 － 42

その他 － 0

特別損失合計 946 136

税金等調整前当期純利益 794 6,776

法人税、住民税及び事業税 848 1,671

法人税等調整額 △382 268

法人税等合計 465 1,940

少数株主利益 5 11

当期純利益 324 4,824
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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21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,340 2,340

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,340 2,340

資本剰余金   

前期末残高 8,831 8,831

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 8,831 8,831

利益剰余金   

前期末残高 21,126 21,183

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 152 －

当期変動額   

剰余金の配当 △462 △462

当期純利益 324 4,824

その他 42 △8

当期変動額合計 △95 4,352

当期末残高 21,183 25,536

自己株式   

前期末残高 △232 △183

当期変動額   

自己株式の処分 49 －

当期変動額合計 49 －

当期末残高 △183 △183

株主資本合計   

前期末残高 32,065 32,172

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 152 －

当期変動額   

剰余金の配当 △462 △462

当期純利益 324 4,824

自己株式の処分 49 －

その他 42 △8

当期変動額合計 △45 4,352

当期末残高 32,172 36,524
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 △44 △333

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △289 △74

当期変動額合計 △289 △74

当期末残高 △333 △407

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 10 △6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 8

当期変動額合計 △16 8

当期末残高 △6 2

為替換算調整勘定   

前期末残高 △4,994 △3,455

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,538 △1,792

当期変動額合計 1,538 △1,792

当期末残高 △3,455 △5,248

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △5,028 △3,795

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,233 △1,858

当期変動額合計 1,233 △1,858

当期末残高 △3,795 △5,653

少数株主持分   

前期末残高 653 659

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △6 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △34

当期変動額合計 11 △34

当期末残高 659 624
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

純資産合計   

前期末残高 27,690 29,035

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 146 －

当期変動額   

剰余金の配当 △462 △462

当期純利益 324 4,824

自己株式の処分 49 －

その他 42 △8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,245 △1,892

当期変動額合計 1,199 2,460

当期末残高 29,035 31,496
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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21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 794 6,776

減価償却費 2,783 2,347

減損損失 229 －

のれん償却額 10 9

負ののれん償却額 △120 △119

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △295 103

退職給付引当金の増減額（△は減少） △407 55

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △134 －

受取利息及び受取配当金 △344 △497

支払利息 498 440

固定資産売却損益（△は益） △5 △2,214

固定資産除却損 280 39

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 134 32

関係会社株式評価損 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,284 △1,004

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,851 365

仕入債務の増減額（△は減少） △1,699 410

その他 1,189 357

小計 6,042 7,119

利息及び配当金の受取額 344 497

利息の支払額 △492 △452

法人税等の支払額 △1,112 △1,011

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,782 6,153

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △150 △150

定期預金の払戻による収入 150 150

有形固定資産の取得による支出 △4,279 △1,475

有形固定資産の売却による収入 14 2,745

無形固定資産の取得による支出 △32 △65

投資有価証券の売却による収入 1 －

子会社株式の取得による支出 △10 －

貸付金の回収による収入 2 1

営業譲受による支出 － △153

その他 － △134

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,305 918
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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） 1,220 △3,534

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4 △2

長期借入れによる収入 3,200 3,580

長期借入金の返済による支出 △2,367 △5,229

社債の償還による支出 △50 －

自己株式の売却による収入 49 －

配当金の支払額 △478 △448

少数株主への配当金の支払額 △15 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,554 △5,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 572 △312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,603 1,108

現金及び現金同等物の期首残高 4,512 7,116

現金及び現金同等物の期末残高 7,116 8,224
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該当事項はありません。 

  

 
なお、上記「連結範囲に関する事項 連結子会社」、「会計処理基準に関する事項 重要な引当金

の計上基準 環境対策引当金」以外は、 近の有価証券報告書（平成22年３月30日提出）における記

載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

（退職給付に係る会計基準の一部改正（その３）） 

当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しております。  

 なお、これによる損益への影響はありません。 

  

（従業員持株ＥＳＯＰ信託） 

平成22年11月26日開催の取締役会決議にもとづいて、同年12月15日に従業員インセンティブ・プラ

ン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」といいます。）を導入いたしました。  

 ＥＳＯＰ信託による当社株式の取得・処分については、当社がＥＳＯＰ信託の債務を保証してお

り、経済的実態を重視し、当社とＥＳＯＰ信託は一体であるとする会計処理を行っております。  

 従って、ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式については連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算

書において自己株式として処理しております。また、ＥＳＯＰ信託の資産及び負債並びに費用及び収

益については連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等計算書に含めて計上しておりま

す。 

  

(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】

 連結の範囲に関する事項

 連結子会社 15社

当連結会計年度において、新たに設立したPilot  Pen 
Australia Pty.Ltd.を連結の範囲に含めております。

 会計処理基準に関する事項

 重要な引当金の計上基準

   環境対策引当金 将来の環境対策に要する支出（ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃
棄物の処理費用）に備えるため、将来の負担額を計上してお
ります。

(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）

（追加情報）
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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21年12月31日)

当連結会計年度 
(平成22年12月31日)

１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券(株式) 517百万円

１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券(株式) 517百万円

 

２ 担保に供している資産

建物及び構築物 3,347百万円

土地 900

借地権 4,545

計 8,792

 
 

２ 担保に供している資産

建物及び構築物 3,075百万円

土地 900

借地権 4,545

計 8,521

 

上記に対する債務

短期借入金 4,600百万円

1年内返済予定の長期借入金 4,770

長期借入金 12,551

計 21,922

上記に対する債務

短期借入金 2,200百万円

1年内返済予定の長期借入金 6,503

長期借入金 9,047

計 17,751

３ 受取手形割引高 113百万円 ３ 受取手形割引高 95百万円

４ 期末日満期手形の会計処理

 期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処

理しております。

 従って当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次のとおり期末日満期手形が含まれ

ております。

受取手形 180百万円

４ 期末日満期手形の会計処理

 期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処

理しております。

 従って当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次のとおり期末日満期手形が含まれ

ております。

受取手形 146百万円

５ 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸

越契約

 運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金

融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結

しております。

特定融資枠契約及び
当座貸越極度額

22,958百万円

借入実行残高 6,900

期末未実行残高 16,057

５ 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸

越契約

 運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金

融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結

しております。

特定融資枠契約及び
当座貸越極度額

23,185百万円

借入実行残高 3,708

期末未実行残高 19,477
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１ 期末たな卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸評価損が売上原価に含まれ

ております。

276百万円

１ 期末たな卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸評価損が売上原価に含まれ

ております。

124百万円

２ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。

広告宣伝費 4,215百万円
運賃荷造費 2,384
給与手当 6,646
退職給付費用 638
賞与 753
賞与引当金繰入額 213
貸倒引当金繰入額 119
役員退職引当金繰入額 42
役員賞与引当金繰入額 27
減価償却費 614

２ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。

広告宣伝費 4,295百万円
運賃荷造費 2,529
給与手当 6,663
退職給付費用 561
賞与 853
賞与引当金繰入額 225
貸倒引当金繰入額 143
役員退職引当金繰入額 44
役員賞与引当金繰入額 52
減価償却費 571

３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、1,129百万円

であります。

３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、1,274百万円

であります。

 

４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 6百万円
有形固定資産「その他」 1
計 8

４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
建物及び構築物 12百万円
機械装置及び運搬具 23
土地 2,180
計 2,216

 

５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 1百万円
有形固定資産「その他」 1
計 2

５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 1百万円
有形固定資産「その他」 0
無形固定資産「その他」 0
計 2

６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
建物及び構築物 164百万円
機械装置及び運搬具 16
有形固定資産「その他」 10
建設仮勘定 
無形固定資産 
建物撤去費用

0
0 
88

計 280  

６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
建物及び構築物 10百万円
機械装置及び運搬具 14
有形固定資産「その他」 8
建設仮勘定 3
撤去費用 1
計 39
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前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

７ 減損損失の内訳
 当社グループは、以下の資産グループについて減
損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

愛知県 
名古屋市

支社 建物及び土地 229

７       ──────

 

(減損損失の種類別内訳)
建物及び構築物 14百万円
土地 214

 当社グループは、事業用資産については主として
管理会計上の区分に基づいてグルーピングを行い、
賃貸用資産及び遊休資産等については個別に資産の
グルーピングを行っております。 
 営業損益が継続してマイナスで、当該資産グルー
プの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低いと
判断した資産グループについて、帳簿価額を回収可
能価額まで減額しております。 
 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却
価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測
定しており正味売却価額については不動産鑑定士に
よる鑑定評価を基準としており、使用価値について
は将来キャッシュフロー見積額を5.0％で割り引い
て算定しております。

８ 事業構造改善費用は、国内生産体制の再編に伴う固

定資産の除却、および在外連結子会社において、事

業の再編に伴う退職費用等であります。

８ 事業構造改善費用は、事業再編に伴う一部連結子会

社における退職費用であります。
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前連結会計年度 （自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
２．自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの権利行使による減少      695株 

  

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 
（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 

 
  

 ４．その他 

利益剰余金の「その他」は海外子会社が米国会計基準を適用した際の「その他包括利益」の増加によ

るものであります。 

  

(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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 （株） 234,072 ─ ─ 234,072

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 （株） 3,297 ─ 695 2,602

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年２月16日  
取締役会

普通株式 230,775 1,000 平成20年12月31日 平成21年３月30日

平成21年８月７日 
取締役会

普通株式 231,470 1,000 平成21年６月30日 平成21年９月７日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年２月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 231,470 1,000 平成21年12月31日 平成22年３月31日
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当連結会計年度 （自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
２．自己株式に関する事項 

 
(注) 当連結会計年度末の自己株式の株式数は従業員持株ＥＳＯＰ信託が所有するものであります。 

  

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 
（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 

 
(注) 配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口に対する配当金２百万円を含めておりません。これは従業員持

株ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。 

  

 ４．その他 

利益剰余金の「その他」は海外子会社が米国会計基準を適用した際の「その他包括利益」の減少によ

るものであります。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 （株） 234,072 ─ ─ 234,072

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 （株） 2,602 ─ ─ 2,602

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年２月15日  
取締役会

普通株式 231,470 1,000 平成21年12月31日 平成22年３月31日

平成22年８月９日 
取締役会

普通株式 231,470 1,000 平成22年６月30日 平成22年９月６日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年２月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 231,470 1,000 平成22年12月31日 平成23年３月31日
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(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21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 7,340百万円

３ヶ月超定期預金 △224

現金及び現金同等物 7,116
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,448百万円

３ヶ月超定期預金 △223

現金及び現金同等物 8,224

２ 当連結会計年度に営業譲受により増加した資産及び

負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産 537百万円

固定資産 113

 資産合計 651

流動負債 414

固定負債 85

 負債合計 499

差引：営業譲受による支出 153
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(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品  
(1) スティショナリー用品………万年筆、シャープペンシル、ボールペン、マーキングペン、  
               インキ、替芯、ノート類、バッグ類、ファイル、磁気利用筆記板、  
               プリンタリボン、コンピュータ関連用品類等 
(2) 玩具………玩具 
(3) その他………リング等の貴金属アクセサリー、セラミックス部品等 

３．従来、当社及び連結子会社の主たる事業であるスティショナリー用品事業が全セグメントに占める割合が高
かったため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、玩具事業の割合が高まったた
め、当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報を記載しております。 

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,172百万円)の主なものは、親会社及び
連結子会社の研究開発部門並びに親会社の管理部門の一部に係る費用であります。 

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(7,455百万円)は親会社での余資運用資金、長期投資資
金、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。 

６．会計処理基準に関する事項の変更 
（１）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、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 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、当連結会計年度の営業費用は、スティショナリー用品事業
で67百万円、玩具事業で19百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。なお、その
他の事業に与える影響は軽微であります。  
 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、当連結会計年度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、当連結会計年度の営業費用は、スティショナリー用品事業
で542百万円、玩具事業で16百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。また、そ
の他の事業で営業費用が21百万円増加し、営業損失が同額増加しております。 
（２）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おり
ます。  
 これにより、スティショナリー用品事業で、当連結会計年度の売上高が714百万円、営業費用が698百万
円、営業利益が16百万円それぞれ減少しており、資産は73百万円増加しております。 

７．追加情報 
（有形固定資産の償却方法の変更） 
 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、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の営業利益は、スティショ
ナリー用品事業で78百万円、玩具事業で１百万円、その他の事業で14百万円それぞれ減少しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

スティショナリー
用品 

(百万円)

玩具
(百万円)

その他
(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

60,817 3,995 1,842 66,655 ― 66,655

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 0 ─ 0 (0) ―

計 60,817 3,996 1,842 66,656 (0) 66,655

営業費用 57,849 3,561 1,957 63,368 1,171 64,540

   営業利益または  
   営業損失（△）

2,968 434 △115 3,288 (1,172) 2,115

Ⅱ 資産、減価償却費、     
  減損損失及び資本的支出

   資産 62,315 2,781 2,395 67,492 7,455 74,948

   減価償却費 2,547 117 86 2,752 31 2,783

   減損損失 229 ─ ─ 229 ─ 229

   資本的支出 2,573 32 324 2,931 6 2,937
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事業の種類として「ステイショナリー用品」及び「その他」に区分しておりますが、当連結会計年度

については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

「ステイショナリー用品」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)
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前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州………北米、中南米 

(2) 欧州………欧州 

(3) その他の地域………アジア、中近東、アフリカ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,172百万円)の主なものは、親会社及び

連結子会社の研究開発部門並びに親会社の管理部門の一部に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(6,132百万円)は親会社での余資運用資金、長期投資資

金及び管理部門に係る資産等であります。 
５ 会計処理基準に関する事項の変更 

（１）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、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 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、当連結会計年度の営業利益は、日本で87百万円減少してお
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、当連結会計年度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、当連結会計年度の営業利益は、日本で579百万円減少して
おります。 
（２）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おり
ます。  
 これにより、当連結会計年度の売上高は、欧州で714百万円減少しており、営業費用は、欧州で697百万
円、その他の地域で１百万円それぞれ減少し、営業利益は、欧州で17百万減少、その他の地域で１百万円増
加しております。また資産は、欧州で70百万円、その他の地域で３百万円増加しております。 

６ 追加情報 
  （有形固定資産の償却方法の変更） 

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、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の営業費用は日本で94百万
円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

その他
の地域 
(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

33,275 16,272 12,813 4,294 66,655 ─ 66,655

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

18,604 ─ 14 ─ 18,619 (18,619) ─

計 51,880 16,272 12,828 4,294 85,275 (18,619) 66,655

  営業費用 50,756 15,452 12,368 4,291 82,869 (18,329) 64,540

  営業利益 1,123 819 459 2 2,405 (290) 2,115

Ⅱ 資産 47,021 16,132 9,164 4,147 76,466 (1,517) 74,948
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当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日）

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州………北米、中南米 

(2) 欧州………欧州 

(3) その他の地域………アジア、アフリカ、オセアニア 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,336百万円)の主なものは、親会社及び

連結子会社の研究開発部門並びに親会社の管理部門の一部に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(5,589百万円)は親会社での余資運用資金、長期投資資

金及び管理部門に係る資産等であります。 

  

日本 
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

その他
の地域 
(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

33,139 16,338 14,602 5,282 69,363 ─ 69,363

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

18,711 5 78 1 18,796 (18,796) ─

計 51,851 16,343 14,681 5,283 88,160 (18,796) 69,363

  営業費用 48,273 15,365 13,751 4,968 82,359 (18,211) 64,147

  営業利益 3,577 977 930 314 5,801 (584) 5,216

Ⅱ 資産 45,998 13,392 7,981 5,141 72,514 (171) 72,343
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 前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州………北米、中南米 

(2) 欧州………欧州 

(3) アジア………アジア 

(4) その他の地域………中近東、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 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おりま

す。これにより、当連結会計年度の売上高は、欧州で714百万円減少しております。 

  

  

 当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州………北米、中南米 

(2) 欧州………欧州 

(3) アジア………アジア 

(4) その他の地域………中近東、アフリカ、オセアニア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

３ 海外売上高

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 17,658 12,976 7,393 2,453 40,483

Ⅱ 連結売上高(百万円) 66,655

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

26.5 19.5 11.1 3.7 60.7

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 17,806 14,724 7,821 3,005 43,357

Ⅱ 連結売上高(百万円) 69,363

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.7 21.2 11.3 4.3 62.5
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22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)

役員退職慰労引当金 67百万円

退職給付引当金 93

賞与引当金 102

棚卸資産評価引当 245

貸倒引当金 35

棚卸資産評価損 228

棚卸資産未実現利益 332

投資有価証券評価損 152

減損損失 243

繰越欠損金 695

その他 915

繰延税金資産小計 3,113

評価性引当額 △449

繰延税金資産合計 2,663

(繰延税金負債)

減価償却不足額 △186

前払年金費用 △422

その他 △167

繰延税金負債合計 △776

差引：繰延税金資産純額 1,887

 

 

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)

役員退職慰労引当金 86百万円

退職給付引当金 123

賞与引当金 105

貸倒引当金 120

棚卸資産評価損 459

棚卸資産未実現利益 565

投資有価証券評価損 61

減損損失 275

その他有価証券評価差額金 279

その他 718

繰延税金資産小計 2,795

評価性引当額 △404

繰延税金資産合計 2,391

(繰延税金負債)

減価償却不足額 △196

前払年金費用 △377

その他 △211

繰延税金負債合計 △786

差引：繰延税金資産純額 1,605

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産―繰延税金資産 1,958百万円

固定資産―繰延税金資産 152

流動負債―繰延税金負債 60

固定負債―繰延税金負債 163

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産―繰延税金資産 1,530百万円

固定資産―繰延税金資産 365

流動負債―繰延税金負債 3

固定負債―繰延税金負債 286

 

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の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

11.9

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△20.2

住民税均等割等 4.4

課税所得の範囲を超えた  
未実現利益

△14.0

海外子会社留保利益に係る税効果 △4.8

連結子会社との税率差 58.6

外国税額控除 △3.9

評価性引当額 △1.9

試験研究費税額控除 △5.3

連結子会社の税率変更による影響 △3.1

その他 △3.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.6

 

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の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

1.0

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△6.2

住民税均等割等 0.5

課税所得の範囲を超えた  
未実現利益

△6.6

連結子会社との税率差 1.3

外国税額控除 △0.1

評価性引当額 △0.3

試験研究費税額控除 △1.2

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.6
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて109万円減損処理を行っております。 

なお、当該株式の減損処理にあたっては、下記の基準により減損処理を行っております。 

① 50％以上下落した場合のものについては、すべて減損処理を行っております。 

② 50％未満30％以上下落した場合のものについては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における 高値・ 安

値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財

務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い総合的に判断し、回復可能性

のないものについて減損処理を行っております。 

  

    売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

その他有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

区分 取得原価(百万円)
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

取得価額を超えるもの

株式

 

  

549

 

  

679

 

  

129

小計 549 679 129

連結貸借対照表計上額が

取得価額を超えないもの

株式

 

  

2,733

 

  

2,045

 

  

△688

小計 2,733 2,045 △688

合計 3,283 2,724 △558

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

３ 時価評価されていない有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 711
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１ その他有価証券 

 
(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 711百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 当連結会計年度において、有価証券について32百万円（その他有価証券の株式32百万円）減損処理を

行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、50％未満30％以上下落した場合のものについては、個別銘柄毎に、当連結会計年度にお

ける 高値・ 安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外

部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い総合的

に判断し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。 

  

当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取

得価額を超えるもの

株式 446 349 96

小計 446 349 96

連結貸借対照表計上額が取

得価額を超えないもの

株式 2,131 2,909 △778

小計 2,131 2,909 △778

合計 2,577 3,258 △681

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

３ 減損処理を行った有価証券
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型

の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金

制度を設けております。また、一部の海外連結子

会社では確定給付型の制度を採用しており数理計

算上の差異について回廊アプローチを適用してお

ります。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 12,826百万円

 (内訳)

 未認識数理計算上の差異 1,109

 未認識過去勤務債務 116

 会計基準変更時差異の未処理額 3,467

 年金資産 8,766

  差引 △634

 前払年金費用 1,037

 退職給付引当金 403

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 12,548百万円

(内訳)

未認識数理計算上の差異 956

未認識過去勤務債務 49

会計基準変更時差異の未処理額 2,889

年金資産 9,150

 差引 △498

前払年金費用 927

退職給付引当金 429

（注）一部の連結子会社は、退職給付の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

 

（注）一部の連結子会社は、退職給付の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 580百万円

利息費用 261

期待運用収益 △162

過去勤務債務の費用処理額 4

数理計算上の差異の費用処理額 461

会計基準変更時差異の費用処理額 577

退職給付費用 1,722

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 565百万円

利息費用 256

期待運用収益 △196

過去勤務債務の費用処理額 4

数理計算上の差異の費用処理額 330

会計基準変更時差異の費用処理額 577

退職給付費用 1,538

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は「勤務費用」に計上しております。

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は「勤務費用」に計上しております。

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

退職給付見込み額期間配分方法 期間定額基準

割引率 主として 2.0％

期待運用収益率 主として2.25％

過去勤務債務の処理年数 主として５年

数理計算上の差異の処理年数 主として５年

会計基準変更時差異の処理年数 15年

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

退職給付見込み額期間配分方法 期間定額基準

割引率 主として 2.0％

期待運用収益率 主として2.25％

過去勤務債務の処理年数 主として５年

数理計算上の差異の処理年数 主として５年

会計基準変更時差異の処理年数 15年
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。 

 
従業員持株ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として会計処理して

いるため、上記の「普通株式の期中平均株式数」は当該株式の数を2,602株控除し算定しております。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり純資産額 122,594円26銭

１株当たり当期純利益金額 1,401円26銭

１株当たり純資産額 133,371円09銭

１株当たり当期純利益金額 20,842円59銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額
1,396円74銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、当連結会計年度において、潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 324 4,824

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(百万円) 324 4,824

普通株式の期中平均株式数(株) 231,220 231,470

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(百万円) ─ ─

普通株式増加数(株) 748.26 ─

(うちストックオプション(新株予約権)) (748.26) (─)

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まれなかった潜
在株式の概要

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

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

リース取引、関連当事者情報、金融商品、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合

等、賃貸等不動産については、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

略しております。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表等】 
 (1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,193 1,800

受取手形 2,407 2,398

売掛金 9,911 8,854

商品及び製品 3,790 4,641

仕掛品 2,104 2,039

原材料及び貯蔵品 750 722

前渡金 58 60

前払費用 168 156

繰延税金資産 1,083 478

未収入金 241 205

未収消費税等 746 618

その他 46 35

貸倒引当金 △62 △179

流動資産合計 23,440 21,833

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,578 9,592

減価償却累計額 △4,325 △4,723

建物（純額） 5,252 4,868

構築物 1,156 1,147

減価償却累計額 △843 △878

構築物（純額） 313 268

機械及び装置 13,273 13,031

減価償却累計額 △11,154 △11,333

機械及び装置（純額） 2,119 1,697

車両運搬具 102 89

減価償却累計額 △93 △84

車両運搬具（純額） 8 4

工具、器具及び備品 8,285 8,255

減価償却累計額 △7,694 △7,753

工具、器具及び備品（純額） 591 501

土地 4,430 4,246

建設仮勘定 111 96

有形固定資産合計 12,827 11,684

無形固定資産   

借地権 4,545 4,545

ソフトウエア 93 69

その他 16 16

無形固定資産合計 4,654 4,630
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,327 2,284

関係会社株式 14,055 14,298

関係会社出資金 310 361

長期貸付金 － 40

関係会社長期貸付金 316 390

破産更生債権等 30 26

長期前払費用 16 21

前払年金費用 1,037 927

繰延税金資産 37 111

その他 252 285

貸倒引当金 △396 △414

投資その他の資産合計 17,987 18,332

固定資産合計 35,470 34,647

資産合計 58,911 56,481

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,061 3,717

買掛金 8,514 8,831

短期借入金 4,800 2,400

1年内返済予定の長期借入金 5,188 7,026

未払金 350 156

未払法人税等 39 213

未払費用 906 900

前受金 61 47

預り金 44 46

返品調整引当金 77 78

賞与引当金 133 139

役員賞与引当金 17 30

リース資産減損勘定 5 1

設備関係支払手形 123 115

その他 106 118

流動負債合計 24,429 23,824

固定負債   

長期借入金 13,977 10,530

役員退職慰労引当金 97 126

環境対策引当金 － 33

長期リース資産減損勘定 1 －

その他 15 18

固定負債合計 14,092 10,709

負債合計 38,522 34,533
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,340 2,340

資本剰余金   

資本準備金 10,005 10,005

その他資本剰余金 964 964

資本剰余金合計 10,970 10,970

利益剰余金   

利益準備金 315 315

その他利益剰余金   

配当準備積立金 240 240

別途積立金 4,500 4,500

繰越利益剰余金 2,522 4,084

利益剰余金合計 7,577 9,139

自己株式 △183 △183

株主資本合計 20,704 22,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △308 △320

繰延ヘッジ損益 △6 2

評価・換算差額等合計 △314 △318

純資産合計 20,389 21,948

負債純資産合計 58,911 56,481

－　40　－

㈱パイロットコーポレーション（7846）　平成22年12月期　決算短信



 (2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

製品売上高 24,163 23,395

商品売上高 22,783 23,570

売上高合計 46,946 46,965

売上原価   

製品期首たな卸高 2,917 2,432

当期製品製造原価 18,230 16,887

他勘定受入高 115 △4

製品他勘定振替高 485 247

製品期末たな卸高 2,432 2,647

製品売上原価 18,345 16,419

商品期首たな卸高 1,117 1,128

当期商品仕入高 17,607 18,236

商品他勘定振替高 131 181

商品期末たな卸高 1,128 1,798

商品売上原価 17,465 17,384

売上原価合計 35,811 33,803

売上総利益 11,135 13,161

返品調整引当金戻入額 86 77

返品調整引当金繰入額 77 78

差引売上総利益 11,144 13,161

販売費及び一般管理費 12,409 12,747

営業利益又は営業損失（△） △1,265 413

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 1,061 1,084

為替差益 31 －

受取ロイヤリティー 178 152

固定資産賃貸料 202 209

その他 189 115

営業外収益合計 1,668 1,566

営業外費用   

支払利息 409 370

社債利息 0 －

為替差損 － 114

退職給付会計基準変更時差異の処理額 554 554

その他 88 82

営業外費用合計 1,052 1,121

経常利益又は経常損失（△） △649 859
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 2,180

ゴルフ会員権売却益 － 3

貸倒引当金戻入額 87 －

その他 0 －

特別利益合計 87 2,184

特別損失   

固定資産売却損 0 1

固定資産除却損 272 25

投資有価証券評価損 134 32

ゴルフ会員権評価損 0 －

関係会社株式評価損 1 －

環境対策引当金繰入額 － 33

事業構造改善費用 169 －

土壌改良費用 71 8

関係会社貸倒引当金繰入額 15 21

減損損失 229 120

特別損失合計 895 244

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,457 2,799

法人税、住民税及び事業税 38 241

法人税等調整額 △768 533

法人税等合計 △730 774

当期純利益又は当期純損失（△） △726 2,024
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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21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,340 2,340

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,340 2,340

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,005 10,005

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,005 10,005

その他資本剰余金   

前期末残高 964 964

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 964 964

資本剰余金合計   

前期末残高 10,969 10,970

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 10,970 10,970

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 315 315

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 315 315

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 240 240

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 240 240

別途積立金   

前期末残高 7,000 4,500

当期変動額   

別途積立金の取崩 △2,500 －

当期変動額合計 △2,500 －

当期末残高 4,500 4,500
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,211 2,522

当期変動額   

剰余金の配当 △462 △462

別途積立金の取崩 2,500 －

当期純利益又は当期純損失（△） △726 2,024

当期変動額合計 1,310 1,561

当期末残高 2,522 4,084

利益剰余金合計   

前期末残高 8,766 7,577

当期変動額   

剰余金の配当 △462 △462

別途積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △726 2,024

当期変動額合計 △1,189 1,561

当期末残高 7,577 9,139

自己株式   

前期末残高 △232 △183

当期変動額   

自己株式の処分 49 －

当期変動額合計 49 －

当期末残高 △183 △183

株主資本合計   

前期末残高 21,843 20,704

当期変動額   

剰余金の配当 △462 △462

当期純利益又は当期純損失（△） △726 2,024

自己株式の処分 49 －

当期変動額合計 △1,139 1,561

当期末残高 20,704 22,266
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 △71 △308

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △237 △11

当期変動額合計 △237 △11

当期末残高 △308 △320

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 10 △6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 8

当期変動額合計 △16 8

当期末残高 △6 2

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △61 △314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △253 △3

当期変動額合計 △253 △3

当期末残高 △314 △318

純資産合計   

前期末残高 21,782 20,389

当期変動額   

剰余金の配当 △462 △462

当期純利益又は当期純損失（△） △726 2,024

自己株式の処分 49 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △253 △3

当期変動額合計 △1,393 1,558

当期末残高 20,389 21,948
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役員の異動につきましては、開示内容が定まった時点で別途開示いたします。 

該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

－　46　－

㈱パイロットコーポレーション（7846）　平成22年12月期　決算短信




