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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第97期

第２四半期連結
累計期間

第97期
第２四半期連結
会計期間

第96期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
１月１日
至平成20年
12月31日

売上高（百万円） 3,253 1,616 8,366

経常損失（△）（百万円） △109 △92 △366

四半期（当期）純損失（△）

（百万円）
△109 △106 △444

純資産額（百万円） － 2,183 2,225

総資産額（百万円） － 7,533 8,419

１株当たり純資産額（円） － 48.49 49.49

１株当たり四半期（当期）純損失金額(△)（円） △2.45 △2.39 △9.96

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） － 28.7 26.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
169 － 58

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
293 － 21

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△371 － △731

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 774 679

従業員数（人） －　 210 205

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。　

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　  　当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はあり

　　ません。また、主要な関係会社に異動はありません。

 

３【関係会社の状況】

　　　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 210    [219]

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、[　]内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 205    [219]

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の平均人員を［　］外数で記載しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同期比（％）

ロボット機器事業（千円） 327,820 －

文具事業（千円） 642,383 －

合計（千円） 970,204 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同期比（％）

ロボット機器事業（千円） － －

文具事業（千円） 326,117 －

合計（千円） 326,117 －

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当第２四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの
名称

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ロボット機器事業 352,871 － 251,000 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．文具事業においては、見込生産を行っております。

(4）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同期比（％）

ロボット機器事業（千円） 321,900 －

文具事業（千円） 1,294,548 －

合計（千円） 1,616,448 －

　（注）１．当第２四半期連結会計期間において販売実績が総販売実績の10％以上となる相手先はありません。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

    前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに、以下のものを追加しております。　

    事業計画見直しによる対応策

　　　　当社グループは、企業設備投資の停滞や個人投資の低迷等により、ロボット機器部門・文具部門ともに

　　　当初の計画通りの売上を達成できず、経費の削減に努めたものの、利益についても計画を達成できませんでし

　　　た。

　　　　その結果、当第２四半期連結累計期間においても営業損失を計上し、営業損失計上継続による事業継続に対

　　　する懸念要因を含んだ状況が続いております。　

　　　　このような状況に対処するため、全社を挙げて、当事業年度下期からの新製品の投入等により売上高の増加

　　　を図るとともに、製造原価の更なる低減、及び販売管理費用の一層の削減を行い、利益の確保に努めてまいり

　　　ます。　

　　　　セグメント別の対処は下記のとおりです。　

　　（ロボット機器部門）

　　　　東南アジアを中心に引合案件は増加中であり、当事業年度下期においては従来の標準機に加えて新型標準取

　　　出機ＲＺ－Σや携帯電話用のミニナット自動インサートシステムをはじめとした新製品による受注拡大を図り

　　　ます。また、ロボット組立レイアウトの効率的集約等製造工程の見直し及び部品の共有化等原材料費の削減に

　　　よる原価低減や販売管理費用の削減等徹底した経費圧縮に努めてまいります。

　　（文具部門）

　　　　個人消費及び法人需要の低迷は引き続くものと考えられますが、当事業年度下期からは新たに生活環境の安

　　　全化に対応した全面光触媒文具「セラピカシリーズ」を発売するとともに、万年筆ブームの再来に伴う新製品

　　　として吸入式万年筆「プロフイットレアロ」を発売いたします。また、遊戯場業界向け売上については、回復

　　　基調にあり安定した売上高確保を目指します。経費削減策としては、材料内製化等により材料費を含む製造費

　　　用の低減及び仕入商品価格の見直しを行い売上原価率の低減を図るとともに、営業活動の効率化等により販売

　　　管理費用の削減等を徹底してまいります。　

　　　　これらの計画の進捗が予定通り進まない場合、当社グループの業績や財政状態に重要な影響を与える可能性

　　　があります。　　

 

３【経営上の重要な契約等】

　  当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態及び経営成績の分析】

　 （1）業績の状況

　　　　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的不況の影響が持続し、一部の景気動向調

　　　査では景気の底打ちが伝えられたものの、企業設備投資の停滞や個人消費の低迷状況が続きました。

　　　　このような状況のもと、当社グループは積極的な販売活動を展開いたしましたが、当第２四半期の連結売上

　　　高は16億1千6百万円となりました。

　　　　これに伴い損益に関しましては、製造費用をはじめ販売費及び一般管理費の徹底した削減に努めましたが、

　　　売上高の低迷による影響を吸収することができず、営業損失9千5百万円、経常損失9千2百万円、四半期純損失

　　　1億6百万円となりました。　

　　　　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　　（ロボット機器部門）

　　　　国内外の企業の設備投資の停滞は底を脱しつつあり、受注も回復基調にはありますが、未だ途上にあり売上

　　　高は3億2千1百万円にとどまり、営業損失は2千3百万円となりました。

　　（文具部門）

　　　　遊戯場業界向けは回復基調があるものの、個人消費及び法人需要の低迷による影響は大きく、売上高は12億

　　　9千4百万円にとどまり、営業損失は7千1百万円となりました。
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　　　　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　　　　日本は売上高15億1千5百万円、営業損失1億円、北米は売上高8千6百万円、営業利益4百万円、欧州は売上高

　　　1千4百万円、営業利益0百万円となりました。　

        当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して8億8千6百万円減少し、75億3千3

　　　百万円となりました。このうち流動資産は受取手形及び売掛金が減少したことにより6億1千1百万円減少し42

　　　億2千8百万円となりました。固定資産は投資有価証券の売却及び保険積立金の解約等により2億7千5百万円減

　　　少し33億4百万円となりました。

　　　　当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して8億4千3百万円減少して53億4千9

　　　百万円となりました。流動負債は支払手形及び買掛金の減少4億6千2百万円、短期借入金の減少3億1千9百万

　　　円、１年内返済長期借入金の増加3億円、１年内償還社債の増加3億2千万円があり1億9千1百万円減少して39億

　　　3百万円となりました。固定負債は、社債3億5千5百万円、長期借入金3億1千6百万円の減少により6億5千2百万

　　　円減少し、14億4千6百万円となりました。

　　　　当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して4千2百万円減少し、21億8千3百

　　　万円となりました。また資本金を33億8千1百万円、資本準備金5億円を減少し欠損填補を行ったため、資本金

　　　は20億円、資本剰余金は3億6千8百万円となりました。　　

  （2）キャッシュ・フローの状況

　　　　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期連結会計期

　　　間末と比較して1億1千万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には7億7千4百万円となりました。

　　　　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。　

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　営業活動により得られた資金は1億4千4百万円です。主な要因は売上債権の減少額2億4千5百万円、仕入債務

　　　の減少額2億3千9百万円、棚卸資産の減少額1億5千6百万円です。

　　（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1千2百万円です。主な要因は投資有価証券の売却による収入8百万円、有形

　　　固定資産の取得による支出2千1百万円です。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　財務活動のにより支出した資金は1千8百万円です。主な要因は長短借入金の返済による支出1千8百万円で

　　　す。　

　（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

　　　たに生じた課題はありません。

　（4）研究開発活動

　　　　　当第２四半期連結会計期間における研究開発活動としては、

　　　　　①ロボット機器部門の新型標準機ＲＺ－Σのデザイン変更及び無線制御システムの開発

　　　　　②文具部門の全面光触媒製品及び新型吸入式万年筆、また遊戯場業界向けの卓上型景品払出機の開発

　　　　を行いました。なお当第２四半期連結会計期間における研究開発費の総額は2千4百万円であります。

　（5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　　　　　当第２四半期連結会計期間において、当連結会計年度の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更

　　　　及び新たに生じたものはありません。なお、経営戦略の現状と見通しは下記（7）のとおりであります。

　（6）資金の財源及び資金の流動性についての分析

　　　①資金調達の方法

　　　　当社グループの運転資金につきましては「営業活動によるキャッシュ・フロー」を原資として、必要な場合

　　　は金融機関からの短期的な借入れを行い調達することとしております。

　　　②流動性について

　　　　当第２四半期連結会計期間末において、現金及び預金が7億7千9百万円あり、手許流動性は十分と考えてお

　　　ります。

　（7）経営者の問題認識と今後の方針について

　　　　　変動の激しい経済環境の中で安定した収益体質の構築が最重要課題と認識し、下記方針を実施して参りま

　　　　す。

　　　①市場及び消費者ニーズに迅速に対応し、かつ独自性の高い製品開発力及び営業体制の構築

　　　②徹底したコスト削減策の実施による安定した収益体質の確立
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　　当第２四半期連結会計期間において主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　　当第２四半期連結会計期間において、設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名　

内容

普通株式 44,710,587 44,710,587
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数　

1,000株

計 44,710,587 44,710,587 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年５月１日 － 44,710,587△3,381,4492,000,000△500,000 －

　（注）会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、欠損の填補に

　　　　充て、残額をその他資本剰余金へ振替えたものであります。
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（５）【大株主の状況】

 平成21年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 2,999 6.70

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 1,374 3.07

セーラー万年筆取引先持株会 東京都江東区毛利二丁目10番18号 1,087 2.43

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町一丁目3番8号 872 1.95

セーラー万年筆従業員持株会 東京都江東区毛利二丁目10番18号 494 1.10

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番2号 473 1.05

株式会社ブルボン 新潟県柏崎市松波四丁目2番14号 400 0.89

日亜鋼業株式会社 兵庫県尼崎市中浜町19番地 380 0.84

株式会社紅梅組 横浜市西区戸部本町9番18号 359 0.80

オリエンタルチエン工業株式会社

 
石川県白山氏宮永市町485番地 250 0.55

計 － 8,693 19.44
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（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） － － 　－

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　102,000 － 　－

完全議決権株式（その他） 普通株式　 44,188,000 44,188 　－

単元未満株式
普通株式

             420,587 
－

一単元(1,000株)未満の

株式

発行済株式総数 44,710,587 － －

総株主の議決権 － 44,188 －

　（注）  「完全議決権株式（その他）」の株式数欄には証券保管振替機構名義の株式18,000株を、議決権の数欄では当

該議決権数18個を含めて記載しております。

 

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

セーラー万年筆株式会

社

東京都江東区毛利二丁目

10番18号　
102,000 － 102,000 0.23

計 － 102,000 － 102,000 0.23

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 49 69 62 65 65 91

最低（円） 41 28 41 46 55 60

　（注）　株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 779,067 684,208

受取手形及び売掛金 1,537,401 2,139,218

たな卸資産 ※３
 1,795,915

※３
 1,875,619

その他 133,095 158,364

貸倒引当金 △17,159 △18,089

流動資産合計 4,228,320 4,839,321

固定資産

有形固定資産

土地 1,452,363 1,452,363

その他（純額） ※１
 713,795

※１
 745,467

有形固定資産合計 2,166,159 2,197,831

無形固定資産 16,254 17,644

投資その他の資産

投資有価証券 963,481 925,302

その他 474,506 751,630

貸倒引当金 △315,633 △312,613

投資その他の資産合計 1,122,354 1,364,320

固定資産合計 3,304,768 3,579,796

資産合計 7,533,088 8,419,117

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 845,477 1,307,543

短期借入金 1,812,900 2,132,000

1年内返済予定の長期借入金 433,200 133,200

1年内償還予定の社債 590,000 270,000

未払法人税等 18,047 27,169

賞与引当金 6,645 12,605

その他 197,310 212,801

流動負債合計 3,903,581 4,095,319

固定負債

社債 － 355,000

長期借入金 41,900 358,500

退職給付引当金 895,105 894,950

繰延税金負債 61,866 42,498

再評価に係る繰延税金負債 447,293 447,293

固定負債合計 1,446,165 2,098,242

負債合計 5,349,747 6,193,562
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,000 5,381,449

資本剰余金 368,695 500,000

利益剰余金 △22,878 △3,426,141

自己株式 △19,060 △18,608

株主資本合計 2,326,756 2,436,699

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 150,388 86,277

土地再評価差額金 △309,014 △309,014

為替換算調整勘定 △4,927 △6,103

評価・換算差額等合計 △163,552 △228,839

少数株主持分 20,137 17,695

純資産合計 2,183,341 2,225,555

負債純資産合計 7,533,088 8,419,117

EDINET提出書類

セーラー万年筆株式会社(E02365)

四半期報告書

13/23



（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 3,253,213

売上原価 2,365,329

売上総利益 887,883

販売費及び一般管理費 ※１
 1,000,643

営業損失（△） △112,760

営業外収益

受取利息 648

受取配当金 10,599

為替差益 16,344

持分法による投資利益 15,138

その他 3,578

営業外収益合計 46,310

営業外費用

支払利息 37,452

その他 5,345

営業外費用合計 42,797

経常損失（△） △109,247

特別利益

投資有価証券売却益 46,222

特別利益合計 46,222

特別損失

たな卸資産評価損 6,380

貸倒引当金繰入額 2,090

保険解約損 21,474

固定資産除売却損 2,098

ゴルフ会員権売却損 2,257

特別損失合計 34,300

税金等調整前四半期純損失（△） △97,325

法人税、住民税及び事業税 10,686

少数株主利益 1,479

四半期純損失（△） △109,491
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 1,616,448

売上原価 1,210,925

売上総利益 405,523

販売費及び一般管理費 ※１
 501,002

営業損失（△） △95,478

営業外収益

受取利息 343

受取配当金 8,009

為替差益 10,550

持分法による投資利益 3,147

その他 2,040

営業外収益合計 24,091

営業外費用

支払利息 18,165

その他 3,020

営業外費用合計 21,186

経常損失（△） △92,573

特別利益

固定資産売却益 275

特別利益合計 275

特別損失

固定資産除売却損 2,098

投資有価証券売却損 1,586

貸倒引当金繰入額 809

ゴルフ会員権売却損 2,257

特別損失合計 6,750

税金等調整前四半期純損失（△） △99,048

法人税、住民税及び事業税 5,343

少数株主利益 2,292

四半期純損失（△） △106,683
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △97,325

減価償却費 89,399

固定資産除売却損益（△は益） 2,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,090

受取利息及び受取配当金 △11,248

支払利息 37,452

持分法による投資損益（△は益） △15,138

投資有価証券売却損益（△は益） △46,222

保険解約損益（△は益） 21,474

売上債権の増減額（△は増加） 601,914

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,505

仕入債務の増減額（△は減少） △468,342

その他 20,134

小計 219,792

利息及び配当金の受取額 11,248

利息の支払額 △34,362

法人税等の支払額 △27,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 169,508

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 △5,000

定期預金の払戻による収入 5,000

有形固定資産の取得による支出 △70,464

無形固定資産の取得による支出 △3,188

投資有価証券の売却による収入 108,355

貸付けによる支出 △2,000

貸付金の回収による収入 1,840

保険積立金の解約による収入 254,813

その他 3,805

投資活動によるキャッシュ・フロー 293,162

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） △319,100

長期借入金の返済による支出 △16,600

社債の償還による支出 △35,000

その他 △451

財務活動によるキャッシュ・フロー △371,151

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,858

現金及び現金同等物の期首残高 679,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 774,067
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【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】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原

価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法によ

る原価法（貸借対照表価額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

り算定しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の特別損失

が6,380千円増加し、税金等調整前四半期純損失が同額増加しております。

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

１．固定資産の減価償却費の算定

方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。　

２．たな卸資産の評価方法　 　たな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。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 4,637,292千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 4,569,078千円

２．受取手形割引高 175,385千円 ２．受取手形割引高 151,174千円

※３．たな卸資産の内容は以下のとおりであります。

商品 287,926千円
製品 673,995 
原材料 588,981 
仕掛品 214,710 
貯蔵品 30,302 

※３．たな卸資産の内容は以下のとおりであります。　

商品 283,939千円
製品 605,332 
原材料 628,587 
仕掛品 245,069 
貯蔵品 112,691 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。

広告宣伝費 69,171千円
運賃荷造費 77,059 
従業員給与・手当 349,626 
従業員賞与 10,406 
賞与引当金繰入額 3,780　
減価償却費 12,019 
旅費交通費 73,081 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。

広告宣伝費 34,429千円
運賃荷造費 39,778 
従業員給与・手当 175,847 
従業員賞与 5,279 
賞与引当金繰入額 3,780　
減価償却費 5,816 
旅費交通費 34,645 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　　　借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）

　現金及び預金勘定 779,067千円

　預入期間が３ヶ月超の定期預金等 △5,000 

　現金及び現金同等物 774,067 
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　　　44,710,587株
 
２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式             102,390株
 
３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。
 
４．配当に関する事項

　　該当事項はありません。
 
５．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　　　該当事項はありません。
 
（有価証券関係）

　　　該当事項はありません。
 
（デリバティブ取引関係）

　　　該当事項はありません。
 
（ストック・オプション等関係）

　　　　　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
ロボット機器
（千円）

文具
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売　上　高                     

(1)外部顧客に対する売上高 321,9001,294,5481,616,448 － 1,616,448

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 321,9001,294,5481,616,448 － 1,616,448

営業損失(△) △23,729 △71,749 △95,478 － △95,478

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30日）

 
ロボット機器
（千円）

文具
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売　上　高                     

(1)外部顧客に対する売上高 680,6712,572,5413,253,213 － 3,253,213

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 680,6712,572,5413,253,213 － 3,253,213

営業損失(△) △83,350 △29,409△112,760 － △112,760

　（注）１．事業区分の方法

事業は製品の種類・性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

ロボット機器　　　射出成形品自動取出装置、自動組立装置、自動ストック装置等

文具　　　　　　　万年筆、ボールペン、シャープペンシル、マーキングペン、加圧式塗布具、インキ、レフィール、景

品払出機、印刷関連用品、他社製筆記具、日用雑貨品等

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売　上　高                         
(1)外部顧客に対する売上高 1,515,60286,81014,0351,616,448 － 1,616,448
(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － －

計 1,515,60286,81014,0351,616,448 － 1,616,448
営業利益又は営業損失(△) △100,6034,800 323 △95,478 － △95,478

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売　上　高                         
(1)外部顧客に対する売上高 3,033,366176,14243,7033,253,213 － 3,253,213
(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － －

計 3,033,366176,14243,7033,253,213 － 3,253,213
営業利益又は営業損失(△) △117,0862,875 1,449△112,760 － △112,760

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………………米国

　(2）欧州………………イギリス
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 アジア 欧州 北米 その他 計
Ⅰ　海外売上高（千円） 93,17014,53589,501 1,296198,504
Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 1,616,448
Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 5.8 0.9 5.5 0.1 12.3

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30日）

 アジア 欧州 北米 その他 計
Ⅰ　海外売上高（千円） 139,18939,998181,5044,237364,928
Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 3,253,213
Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 4.2 1.2 5.6 0.1 11.2

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア…………台湾、韓国、タイ他

(2）欧州……………イギリス、フランス、スペイン、イタリア他

(3）北米……………米国、カナダ

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。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 48.49円 １株当たり純資産額 49.49円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △2.45円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

１株当たり四半期純損失金額 △2.39円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　　　　２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純損失（千円） △109,491 △106,683

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） △109,491 △106,683

期中平均株式数（株） 44,612,909 44,610,192

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。　

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12日

セーラー万年筆株式会社

取締役会　御中

監査法人日本橋事務所

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 森岡　健二　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 遠藤　洋一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 千保　有之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセーラー万年筆株式

会社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セーラー万年筆株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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