
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年11月12日

【四半期会計期間】 第98期第３四半期（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

【会社名】 セーラー万年筆株式会社

【英訳名】 The Sailor Pen Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　中島　義雄

【本店の所在の場所】 東京都江東区毛利二丁目10番18号

【電話番号】 ０３（３８４６）２６５１

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長　　比佐　泰

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区毛利二丁目10番18号

【電話番号】 ０３（３８４６）２６５１

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長　　比佐　泰

【縦覧に供する場所】 セーラー万年筆株式会社天応工場

（広島県呉市天応西条二丁目１番63号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　（注）　天応工場は法定の縦覧場所ではありませんが投資家の便宜のため縦覧に供しております。

　

EDINET提出書類

セーラー万年筆株式会社(E02365)

四半期報告書

 1/26



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３四半期連結
累計期間

第98期
第３四半期連結
累計期間

第97期
第３四半期連結
会計期間

第98期
第３四半期連結
会計期間

第97期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
１月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

売上高（百万円） 4,699 4,697 1,446 1,483 6,606

経常損失（△）（百万円） △301 △312 △192 △101 △456

四半期（当期）純損失（△）

（百万円）
△305 △967 △196 △847 △553

純資産額（百万円） － － 1,959 876 1,864

総資産額（百万円） － － 7,257 5,522 7,127

１株当たり純資産額（円） － － 43.47 17.50 38.12

１株当たり四半期（当期）純損失

金額(△)（円）
△6.85 △19.99 △4.40 △17.50 △12.39

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（％） － － 26.7 15.3 25.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
66 △32 － － 66

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
309 369 － － 382

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△466 △447 － － △395

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 584 599 733

従業員数（人） －　 －　 209 220 214

　（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３四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３四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22年９月30日現在

従業員数（人） 220 [214]

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、[　]内に当第３四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22年９月30日現在

従業員数（人） 216 [211]

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

ロボット機器事業（千円） 447,471 160.1

文具事業（千円） 737,963 103.3

合計（千円） 1,185,435 119.3

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

ロボット機器事業（千円）     －     －

文具事業（千円） 290,730 99.3

合計（千円） 290,730 99.3

　（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３四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） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

ロボット機器事業 569,816 151.7 671,350 219.4

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

ロボット機器事業（千円） 489,628 152.7

文具事業（千円） 994,073 88.3

合計（千円） 1,483,702 102.6

　（注）１．当第３四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。

　

EDINET提出書類

セーラー万年筆株式会社(E02365)

四半期報告書

 4/26



２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等新たに発

生した事業等のリスク又は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」について重要な変更はあ

りません。

　なお、当社グループは前々連結会計年度2億8千4百万円、前連結会計年度4億2千1百万円の営業損失を計上し、また

当第３四半期連結累計期間においては2億4千6百万円の営業損失及び9億6千7百万円の四半期純損失を計上してお

り、当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

   　

　また、平成22年11月8日開催の取締役会において第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行を決議いたしま

したが、当該決議によって以下に掲げた内容が新たに追加されております。

(1) 株式価値の希薄化に関わるリスク

　平成22年11月8日開催の当社取締役会において、Oakキャピタル株式会社を割当予定先とする第三者割当増資及

び第三者割当による新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたが、当社の総議決権数は47,982個（直前の

基準日である平成22年6月30日現在）であり、今回、第三者割当増資による株式数2,326,000株及び同社に割当て

る新株予約権の目的である株式の総数9,530,000株を合わせた11,856,000株に係る議決権数は11,856個となり、

当社の総議決権数に対する希薄化率は24.71％(発行後及び行使後の総議決権数に占める割合は19.81％)となり、

相応の株式価値の希薄化につながることになります。

　しかしながら、当社の将来の発展を目的とする、設備投資・開発費等の資金に充当することにより業績回復が図

れることなどから、今回の資金調達については、中長期的な視点から今後の安定的な会社運営を行っていくため

に必要な資金調達であり、発行数量及び株式価値の希薄化の規模はかかる目的達成のうえで、合理的であると判

断しております。　

(2) 大株主としての経営権について

　平成22年11月8日開催の当社取締役会において、Oakキャピタル株式会社を割当予定先とする第三者割当増資及

び第三者割当による新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたが、当該第三者割当増資による株式発行数

に当該新株予約権が全て行使された場合の株式発行数を加算すると、同社は、発行後の総議決権数の19.81

％を占める大株主となります。しかしながら、同社につきましては、当該第三者割当増資及び当該新株予約権の行

使により取得する当社株式の保有目的は純投資であり、取得する当社株式を原則として長期間保有する意思を有

しておらず、同社は、可能な限り市場動向に配慮しながら、当社株式を売却していく旨の表明を行っております。

よって今後において会社の経営体制に変更が生じる可能性は極めて低いものと判断しております。

(3) 資金調達に関わるリスク　　

　当社は平成22年11月8日開催の当社取締役会において、当社の将来の発展を目的とする、設備投資・開発費等の

資金の確保を目的として、Oakキャピタル株式会社を割当予定先とする第三者割当による新株予約権の発行を行

うことを決議いたしましたが、当該新株予約権については、その性質上、行使価額が市場価額を上回っている状況

においては、行使が進まない状況になり、このような状況が継続する場合は、資金需要に沿った調達が困難になる

可能性があり、その場合においては、収益性の向上による早期の業績回復及び財務体質の大幅な改善に支障をき

たす可能性があります。　

 

３【経営上の重要な契約等】

　  当第３四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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　 （1）経営成績の状況

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前年度の世界的不況の影響が持続し、一部製造業で回復の

兆しは見えはじめましたが外国為替変動の影響もあり不透明な状況であります。また国内個人消費の低迷が続

いております。

　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３四半期連結会計期間

の連結売上高は14億8千3百万円（前年同四半期比2.6％増）となりました。

　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、営業損失7千3

百万円（前年同四半期は営業損失1億6千4百万円）、経常損失1億1百万円（前年同四半期は経常損失1億9千2百

万円)、四半期純損失は文具部門他の固定資産の減損損失を8億1千5百万円計上したこともあり8億4千7百万円

（前年同四半期は四半期純損失1億9千6百万円）となりました。　　
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　　　　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、受注及び売上が漸く回復基調になり、売上高は4億8千9百

万円（前年同四半期比52.7％増)、営業利益5百万円（前年同四半期は営業損失8千5百万円)となりました。

（文具部門）　

　個人消費の低迷及び法人需要の減少は引続いており、売上高は9億9千4百万円（前年同四半期比11.7％減)、営

業損失7千9百万円（前年同四半期は営業損失7千8百万円）になりました。　

　　　　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13億5千8百万円（前年同四半期比0.2％減）、営業損失8千9百万円（前年同四半期は営業損失1億

7千8百万円）、北米は売上高9千6百万円（前年同四半期比74.8％増）、営業利益1千4百万円（前年同四半期比

548.0％増)、欧州は売上高2千8百万円（前年同四半期比6.5％減)、営業利益1百万円（前年同四半期89.2％減）

となりました。

　

（2）財政状態の状況　

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は55億2千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して16億5百

万円減少しました。これは文具部門他における減損損失による固定資産の大幅減少、売却による投資有価証券の

減少及び売上債権の減少等によるものであります。

　負債は、社債及び長期借入金の減少、短期借入金の増加等により6億1千8百万円減少して46億4千5百万円になり

ました。

　純資産は、利益剰余金の大幅な減少等により9億8千7百万円減少して、8億7千6百万円になりました。

　

（3）キャッシュ・フローの状況　

　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資産」というは、第２四半期連結会計期間末

と比較して7千4百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には5億9千9百万円になりました。

　当第３四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）

　営業活動により支出した資金は1億1千5百万円（前年同四半期は1億3百万円の支出）です。主な収入要因は減

損損失8億1千5百万円、売上債権の減少1億2千万円、減価償却費4千2百万円等であり、主な支出要因は棚卸資産の

増加額1億3千万円、仕入債務の減少8千7百万円等です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により得た資金は5千5百万円（前年同四半期は1千6百万円の収入）です。主な収入要因は投資有価証

券の売却による収入8千4百万円等であり、主な支出要因は有形固定資産の取得による支出2千9百万円等です。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　財務活動により支出した資金は0百万円（前年同四半期は9千5百万円の支出）です。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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。

　

（5）研究開発活動　

　当第３四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ミニナットインサートシステムの改良、ナット熱圧入装置の開発

　②文具部門の100周年万年筆、ＤＡＫＳの新アイテムの開発

　なお当第３四半期連結会計期間における研究開発費の総額は1千9百万円であります。

　

（6）資本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３四半期連結会計期間末において、現金及び預金が6億4百万円あり、手許流動性は十分と考えており

　ます。
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（7）継続企業の前提に関する重要事象等を解消又は改善するための対応策

　当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日） 

　当社グループは、前々連結会計年度2億8千4百万円、前連結会計年度4億2千1百万円の営業損失を計上し、また当

第３四半期連結累計期間においては2億4千6百万円の営業損失及び9億6千7百万円の四半期純損失を計上してお

ります。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義が生じさせるような状況が存在しております。

　当社は当該状況を解消・改善すべく以下のとおり積極的な営業活動を展開し、早期の黒字化を目指して参りま

す。

　ロボット機器部門におきましては、国内外の企業の設備投資は底を脱しつつあり、当第３四半期連結累計期間に

おいては前年同期と比べ売上高は41.8％増加し、若干ながら営業利益を計上し、確実に回復基調になってきてお

ります。今後も引続き売上及び受注の拡大を図るため、無線コントローラ搭載ＲＺ－Σや携帯電話用ミニナット

インサートシステムの改良を行うとともに、あらたにナット熱圧入装置を開発し、経済発展が目覚しい中国市場

及び米国市場を中心に積極的な販売活動を展開していく計画です。　

　文具部門におきましては、個人消費の低迷及び法人需要の減少が続いたこと等により、当第３四半期連結累計期

間における売上高は前年同期と比べ遺憾ながら11.4％減となりました。このような厳しい状況ではありますが、

好評いただいております音声ペン事業の拡大、どこでもシート・アドシートの開発、当社の低価格帯筆記具の主

力であるフェアラインシリーズのアイテム数増加及び高級品市場向けとして耐久性・吸湿性・実用性に優れた

新素材マイカルタを使用したマイカルタ万年筆等で売上高の増加に努力して参ります。

　さらに、当社は抜本的に業績回復を図るため、事業再構築に向けた中期経営計画（平成23～25年）を現在鋭意策

定中であり、策定後速やかに公表する予定であります。

　しかしながら、これらの対応策の実現可能性と効果は、他社製品との競合、市況及び需要動向等の影響に負うと

ころもあるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　当社としましては、当該不確実性を出来るだけ速やかに払拭できるよう全社を挙げて鋭意努力を続けて参りま

す。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　　当第３四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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した設備の新設、除却等の計画はありません。

 

EDINET提出書類

セーラー万年筆株式会社(E02365)

四半期報告書

 8/26



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 100,000,000

計 100,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12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 48,510,587 48,510,587
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数　

1,000株

計 48,510,587 48,510,587 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。　　　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【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22年７月１日～　　　

　　　平成22年９月30日
－ 48,510,587 － 2,095,000 － 95,000

　

（６）【大株主の状況】

　　　　　大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま　

　　　　　せん。　
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前

の基準日（平成22年6月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成22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 　　109,000 － 　－

完全議決権株式（その他） 普通株式　 47,982,000 47,982 　－

単元未満株式
普通株式

             419,587 
－

１単元(1,000株)未満の

株式

発行済株式総数 48,510,587 － －

総株主の議決権 － 47,982 －

　

②【自己株式等】

 平成22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　
109,000     － 109,000 0.22

計 － 109,000     － 109,000 0.22

　

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22年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 61 60 65 102 79 84 71 64 59

最低（円） 54 55 51 61 65 65 62 50 50

　（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】

　　役職の異動

　新役職名 旧役職名　 氏名 異動年月日　

取締役

貿易本部長　

取締役　文具事業部

販売本部大阪支店長　
石崎邦生　 平成22年8月21日　
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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。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９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３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 604,449 738,122

受取手形及び売掛金 ※2
 1,380,482

※2
 1,771,118

商品及び製品 914,472 806,098

仕掛品 237,968 214,515

原材料及び貯蔵品 628,932 575,999

その他 99,414 124,243

貸倒引当金 △62,622 △62,272

流動資産合計 3,803,097 4,167,824

固定資産

有形固定資産

土地 953,233 1,452,363

その他（純額） 178,311 611,269

有形固定資産合計 ※1
 1,131,544

※1
 2,063,633

無形固定資産 5,153 12,703

投資その他の資産

投資有価証券 433,294 731,295

その他 223,716 226,292

貸倒引当金 △74,636 △73,855

投資その他の資産合計 582,374 883,732

固定資産合計 1,719,072 2,960,068

資産合計 5,522,169 7,127,893

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 976,341 1,018,858

短期借入金 2,173,540 1,956,440

1年内返済予定の長期借入金 50,200 333,200

1年内償還予定の社債 － 355,000

未払法人税等 16,272 19,897

賞与引当金 20,770 6,488

事業構造改善引当金 27,154 28,604

その他 188,374 156,472

流動負債合計 3,452,652 3,874,961

固定負債

長期借入金 － 25,300

リース債務 12,008 10,428

退職給付引当金 817,667 879,620

繰延税金負債 11,573 25,780

再評価に係る繰延税金負債 351,357 447,293

固定負債合計 1,192,607 1,388,423

負債合計 4,645,260 5,263,384
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,095,000 2,095,000

資本剰余金 463,695 463,695

利益剰余金 △2,255,420 △466,884

自己株式 △19,563 △19,406

株主資本合計 283,710 2,072,403

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 59,335 87,398

土地再評価差額金 512,140 △309,014

為替換算調整勘定 △7,989 △5,850

評価・換算差額等合計 563,486 △227,466

少数株主持分 29,711 19,571

純資産合計 876,909 1,864,508

負債純資産合計 5,522,169 7,127,893
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 4,699,778 4,697,911

売上原価 3,478,545 3,474,231

売上総利益 1,221,232 1,223,679

販売費及び一般管理費 ※1
 1,498,337

※1
 1,469,910

営業損失（△） △277,105 △246,231

営業外収益

受取利息 1,057 350

受取配当金 10,834 6,840

為替差益 12,579 －

持分法による投資利益 9,919 －

その他 4,040 4,446

営業外収益合計 38,431 11,637

営業外費用

支払利息 55,654 55,038

為替差損 － 4,911

持分法による投資損失 － 1,241

その他 7,455 17,086

営業外費用合計 63,109 78,278

経常損失（△） △301,783 △312,871

特別利益

投資有価証券売却益 48,469 －

投資有価証券割当益 － 88,620

受取保険金 － 25,844

特別利益合計 48,469 114,464

特別損失

たな卸資産評価損 6,380 －

貸倒引当金繰入額 1,847 －

保険解約損 21,474 －

固定資産除売却損 1,795 6,486

ゴルフ会員権売却損 2,257 －

投資有価証券売却損 － 17,196

減損損失 － 815,192

特別損失合計 33,754 838,876

税金等調整前四半期純損失（△） △287,069 △1,037,283

法人税、住民税及び事業税 16,029 14,142

法人税等調整額 － △95,935

法人税等合計 16,029 △81,793

少数株主利益 2,623 11,890

四半期純損失（△） △305,721 △967,380
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 1,446,564 1,483,702

売上原価 1,113,215 1,059,190

売上総利益 333,349 424,511

販売費及び一般管理費 ※1
 497,694

※1
 498,004

営業損失（△） △164,345 △73,493

営業外収益

受取利息 408 132

受取配当金 234 180

為替差益 － 2,206

その他 737 783

営業外収益合計 1,380 3,303

営業外費用

支払利息 18,201 16,760

為替差損 3,765 －

持分法による投資損失 5,219 10,416

その他 2,110 4,568

営業外費用合計 29,295 31,745

経常損失（△） △192,260 △101,935

特別利益

投資有価証券売却益 2,247 －

受取保険金 － 15,000

貸倒引当金戻入額 242 －

その他 27 －

特別利益合計 2,517 15,000

特別損失

投資有価証券売却損 － 29,796

減損損失 － 815,192

特別損失合計 － 844,989

税金等調整前四半期純損失（△） △189,743 △931,924

法人税、住民税及び事業税 5,343 4,714

法人税等調整額 － △95,935

法人税等合計 5,343 △91,221

少数株主利益 1,143 6,502

四半期純損失（△） △196,230 △847,205
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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）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９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（△） △287,069 △1,037,283

減価償却費 143,502 118,368

固定資産除売却損益（△は益） 2,425 6,486

減損損失 － 815,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,847 1,130

受取保険金 － △25,844

受取利息及び受取配当金 △11,891 △7,190

支払利息 55,654 55,038

持分法による投資損益（△は益） △9,919 1,241

投資有価証券売却損益（△は益） △48,469 17,196

保険解約損益（△は益） 21,474 －

売上債権の増減額（△は増加） 601,398 386,016

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,190 △188,803

仕入債務の増減額（△は減少） △357,242 △28,812

為替差損益（△は益） 610 6,126

投資有価証券割当益 － △88,620

その他 △12,121 △17,778

小計 139,389 12,465

利息及び配当金の受取額 11,891 7,190

利息の支払額 △57,886 △57,796

法人税等の支払額 △27,169 △19,897

保険金の受取額 － 25,844

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,225 △32,193

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 △5,000

定期預金の払戻による収入 5,000 5,000

有形固定資産の取得による支出 △82,182 △79,883

無形固定資産の取得による支出 △3,188 －

有形固定資産の売却による収入 － 105,000

投資有価証券の売却による収入 134,802 333,089

貸付けによる支出 △3,700 △2,700

貸付金の回収による収入 2,770 3,607

保険積立金の解約による収入 254,813 －

その他 6,372 10,277

投資活動によるキャッシュ・フロー 309,689 369,390

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） △71,100 217,100

長期借入金の返済による支出 △124,900 △308,300

社債の償還による支出 △270,000 △355,000

その他 △451 △1,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △466,451 △447,921

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,721 △22,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,259 △133,673

現金及び現金同等物の期首残高 679,208 733,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 584,948

※1
 599,449
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【継続企業の前提に関する事項】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日） 

　当社グループは、前々連結会計年度2億8千4百万円、前連結会計年度4億2千1百万円の営業損失を計上し、また当

第３四半期連結累計期間においては2億4千6百万円の営業損失及び9億6千7百万円の四半期純損失を計上してお

ります。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義が生じさせるような状況が存在しております。

　当社は当該状況を解消・改善すべく以下のとおり積極的な営業活動を展開し、早期の黒字化を目指して参りま

す。

　ロボット機器部門におきましては、国内外の企業の設備投資は底を脱しつつあり、当第３四半期連結累計期間に

おいては前年同期と比べ売上高は41.8％増加し、若干ながら営業利益を計上し、確実に回復基調になってきてお

ります。今後も引続き売上及び受注の拡大を図るため、無線コントローラ搭載ＲＺ－Σや携帯電話用ミニナット

インサートシステムの改良を行うとともに、あらたにナット熱圧入装置を開発し、経済発展が目覚しい中国市場

及び米国市場を中心に積極的な販売活動を展開していく計画です。　

　文具部門におきましては、個人消費の低迷及び法人需要の減少が続いたこと等により、当第３四半期連結累計期

間における売上高は前年同期と比べ遺憾ながら11.4％減となりました。このような厳しい状況ではありますが、

好評いただいております音声ペン事業の拡大、どこでもシート・アドシートの開発、当社の低価格帯筆記具の主

力であるフェアラインシリーズのアイテム数増加及び高級品市場向けとして耐久性・吸湿性・実用性に優れた

新素材マイカルタを使用したマイカルタ万年筆等で売上高の増加に努力して参ります。

　さらに、当社は抜本的に業績回復を図るため、事業再構築に向けた中期経営計画（平成23～25年）を現在鋭意策

定中であり、策定後速やかに公表する予定であります。

　しかしながら、これらの対応策の実現可能性と効果は、他社製品との競合、市況及び需要動向等の影響に負うと

ころもあるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９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３四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 426,388千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 4,073,935千円

２．受取手形割引高 123,674千円 ２．受取手形割引高 87,446千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９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。

※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 112,182千円
運賃荷造費 112,461 
従業員給与・手当 524,733 
従業員賞与 14,186 
賞与引当金繰入額 4,290　
減価償却費 18,347 
旅費交通費 114,064 

広告宣伝費 101,870千円
運賃荷造費 115,458 
従業員給与・手当 543,613 
従業員賞与 5,684 
賞与引当金繰入額 4,327　
減価償却費 14,912 
旅費交通費 118,583 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９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。

※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 43,010千円
運賃荷造費 35,402 
従業員給与・手当 175,106 
従業員賞与　 4,290　
賞与引当金繰入額 3,780　
減価償却費 6,327 
旅費交通費 40,983 

広告宣伝費 41,081千円
運賃荷造費 36,527 
従業員給与・手当 178,317 
従業員賞与　 5,684　
賞与引当金繰入額 2,626　
減価償却費 4,569 
旅費交通費 44,398 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９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9月30日現在）

※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22年9月30日現在）

　現金及び預金勘定 589,948千円

　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 584,948 

 

　現金及び預金勘定 604,449千円

　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 599,449 
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　

平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　　48,510,587株
 
２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式           110,356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。

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９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 320,6551,125,9081,446,564 － 1,446,564

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 320,6551,125,9081,446,564 － 1,446,564

営業損失(△) △85,477 △78,868△164,345 － △164,345

当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９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 489,628 994,0731,483,702 － 1,483,702

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 489,628 994,0731,483,702 － 1,483,702

営業利益又は営業損失(△) 5,622 △79,115 △73,493 － △73,493
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前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年９月30日）

 
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 1,001,3273,698,4504,699,778 － 4,699,778

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,001,3273,698,4504,699,778 － 4,699,778

営業損失(△) △168,827△108,277△277,105 － △277,105

　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年９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 1,419,5653,278,3454,697,911 － 4,697,911

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,419,5653,278,3454,697,911 － 4,697,911

営業利益又は営業損失(△) 12,579△258,811△246,231 － △246,231

　（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】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９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 1,360,95855,150 30,4551,446,564 － 1,446,564
(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 1,360,95855,150 30,4551,446,564 － 1,446,564
営業利益又は営業損失(△) △178,058 2,214 11,499△164,345 － △164,345

当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９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 1,358,79896,423 28,4801,483,702 － 1,483,702
(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 1,358,79896,423 28,4801,483,702 － 1,483,702
営業利益又は営業損失(△) △89,083 14,347 1,242△73,493 － △73,493
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前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年９月30日）

 
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 4,394,325231,29274,1594,699,778 － 4,699,778
(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 4,394,325231,29274,1594,699,778 － 4,699,778
営業利益又は営業損失(△) △295,144 5,089 12,948△277,105 － △277,105

　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年９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 4,340,336266,85790,7164,697,911 － 4,697,911
(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 4,340,336266,85790,7164,697,911 － 4,697,911
営業利益又は営業損失(△) △277,29126,225 4,835△246,231 － △246,231

　（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

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 アジア 欧州 北米 その他 計
Ⅰ　海外売上高（千円） 100,28817,07261,793 3,376182,530
Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 1,446,564
Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 6.9 1.2 4.3 0.2 12.6

当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

 アジア 欧州 北米 その他 計
Ⅰ　海外売上高（千円） 155,29213,510101,455 719 270,977
Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 1,483,702
Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 10.5 0.9 6.8 0.0 18.3

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年９月30日）

 アジア 欧州 北米 その他 計
Ⅰ　海外売上高（千円） 239,47757,070243,2977,614547,460
Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 4,699,778
Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 5.1 1.2 5.2 0.2 11.6

　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年９月30日）

 アジア 欧州 北米 その他 計
Ⅰ　海外売上高（千円） 353,72653,161264,9062,532674,327
Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 4,697,911
Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 7.5 1.1 5.6 0.1 14.4

　（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。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 17.50円 １株当たり純資産額 38.12円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △6.85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 △19.99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。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純損失（千円） △305,721 △967,380

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） △305,721 △967,380

期中平均株式数（株） 44,610,669 48,401,361

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △4.40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 △17.50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。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純損失（千円） △196,230 △847,205

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） △196,230 △847,205

期中平均株式数（株） 44,606,254 48,400,415
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（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行

当社は、平成22年11月8日開催の取締役会において以下のとおり第三者割当による新株式の発行及び第三者割当による

第１回新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。　

　

１．新株式発行の概要　

（1）発行新株式数 普通株式　2,326,000株
（2）発行価額 １株当たり　43円
（3）発行価額総額 100,018,000円
（4）資本組入額 １株当たり　21.5円
（5）資本組入額総額 50,009,000円
（6）募集又は割当方法 第三者割当の方法によります
（7）申込期日 平成22年11月25日
（8）払込期日 平成22年11月25日
（9）割当先及び割当株式数 Oakキャピタル株式会社　2,326,000株　
(10）資金使途
　
　

「音声ペン」の新コンテンツの開発及び仕入、新商品の「どこで
もシート」・「アドシート」の開発及び仕入、天応工場の修繕費
に充当　

　 　

２．新株予約権発行の概要　

（1）名称 セーラー万年筆株式会社第１回新株予約権証券
（2）新株予約権の総数 953個
（3）新株予約権１個当たりの付与株式数 普通株式　10,000株
（4）新株予約権の発行価額 総額　5,451,160円（新株予約権１個当たり5,720円）
（5）当該発行による潜在株式数 9,530,000株
（6）権利行使価額 １株当たり　42円
（7）資金調達総額 新株予約権の払込総額　　　　　　5,451,160円
　 新株予約権行使時の払込総額　　400,260,000円
　 　　　　　合計　　　　　　　　405,711,160円
（8）払込期日　 平成22年11月25日
（9）権利行使期間　 平成22年11月26日から平成25年11月25日まで
(10）割当先及び割当新株予約権総数 Oakキャピタル株式会社　953個
(11）資金使途
　
　
　

ロボット機器事業の新アイテム開発、ガラスディスクの販売拡
大費用、天応工場の生産性向上のための設備投資、「音声ペン」
・「どこでもシート」・「アドシート」の新コンテンツの仕入
に充当　

　 　

　

　

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11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３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９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９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

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。

　

EDINET提出書類

セーラー万年筆株式会社(E02365)

四半期報告書

25/26



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11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22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平

成22年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９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22年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

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。

　

追記情報　

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前々連結会計年度2億8千4百万円、前連結会計年度4億2

千1百万円の営業損失を計上し、また当第３四半期連結累計期間においては2億4千6百万円の営業損失及び9億6千7百万円

の四半期純損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由について

は、当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実

性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年11月8日開催の取締役会において第三者割当による新株式発

行及び新株予約権発行を決議している。

　

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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