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株主の皆様に
ご挨拶申し上げます。

株主の皆様には、日頃より格別

のご支援ご厚情を賜り、厚くお礼

申し上げます。第55期事業報告書

をお届けするにあたり、ご挨拶申

し上げます。

当期のわが国経済は、国際情勢

の不安定化により世界経済の景気

停滞感が強まる中、不良債権処理

に伴う金融機関の損失の拡大、株

式市場の低迷、デフレの進行等に

より景気回復は遅れ、民間設備投

資、個人消費も引き続き低調に推

移し、依然として厳しい状況が続

きました。

当業界におきましても、民間企

業・官公庁等の顧客の経費節減に

よる需要の低迷と、顧客ニーズの

多様化が一層進展しており、また

一方で通信販売、マーケットプレ

ースの伸長等、顧客の調達方法の

変化が見られ、当社を取り巻く環

境の変化は激しいものでありまし

た。

このような状況のもと、当社は

積極的な販売活動を展開し一部そ

の成果が得られたものの、売上高

におきましては前期比2.6％減少

の307億2,604万円と前年を下回る

結果となりました。

一方利益面におきましては、引

き続き製造原価率低減と経費節減

に努めましたが、経常利益は前期

比3.0％減少の17億1万円、本年3

月に発表した岡山工場の閉鎖に伴

う退職予定者への特別退職加算金

等1億6,521万円等を特別損失に計

上したため、当期純利益は6億

6,430万円（前期は10億7,771万円

の損失計上）となりました。

株主の皆様への配当につきまし

ては、従来1株あたり年間の普通

配当14円を1円追加し、年間15円

とさせていただきました。

本年1月に、当社は「独創的な

商品を開発し、新たな文化の創造

をもって社会に貢献する」という

経営理念を掲げました。これを機

に、創業の初心に還り、顧客のニ

ーズに応えるべく商品開発に鋭意

努力してまいります。

皆様のご支援を心よりお願い申

し上げます。

代表取締役社長

宮本　彰
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今後の売上増加のために

どんな対策を考えていますか。

中長期的に見ますと、「キングフ

ァイル」「テプラ」などの高い市場

シェアを持つ製品の市場が成熟化し

てきており、その対策と、第三の柱

となる商品群、新規事業を構築して

いくことが課題となっております。

具体的には、既存の製品分野にお

いて、本年9月発売の「クリアーフ

ァイル　ヒクタス±」のような、本

質的な顧客満足を追求した、次世代

型の製品開発に注力してまいりま

す。

また、時代の変化に迅速に対応す

る営業力の強化と共に、Ｍ＆Ａを含

む新規事業分野への積極的な取り組

みを行なってまいります。

キングジムの海外戦略に

ついて説明してください。

高い品質を維持しながらコストダ

ウンを行うため、海外に生産拠点を

設置しています。平成8年にインド

ネシアでクリアーファイルを中心と

した化成品ファイルの生産、平成

10年にはマレーシアで金属とじ具
キングファイル
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個人需要向け子会社

関連会社・海外販売
上海錦宮牧野国際貿易有限公司

関連会社・海外生産
大連錦宮事務用品有限公司

フォトフレーム企画･販売
長島商事株式会社

海外生産
P.T.KING JIM INDONESIA

海外生産
KING JIM (MALAYSIA)

SDN. BHD.

個人向けファイル企画･販売
株式会社エル・クラッセ

オフィスサービス
株式会社キングビジネスサポート

■主要なキングジムグループ図

時計の企画･販売
株式会社合同

の生産、平成14年には中国大連で

中国国内及びアジア向けファイル製

品の生産を開始しています。

さらに、平成14年12月には、中

国上海に現地企業と合弁で販売会社

「上海錦宮牧野国際貿易有限公司」

（上海キングジム）を設立しました。

中国を生産拠点であると共に市場と

しても捉え、販売体制を強化してま

いります。

キングジムの国内子会社戦略に

ついて説明してください。

平成13年に個人やSOHOを意識

したファイルを企画・販売する「株

式会社エル・クラッセ」を設立。さ

らに同年、フォトフレームの「長島

商事株式会社」を、平成15年には

時計の企画・販売会社として実績の

ある「株式会社合同」を買収し、子

会社としました。

当社の商品はこれまで法人向けが

中心でしたが、これらの子会社は、

個人向け商材が中心です。したがっ

て、この子会社が持つ個人向け製品

の企画・販売のノウハウを得ること

により、グループ全体としてのシナ

ジー効果を期待しております。



「テプラ」SR3500P
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「アートカラー パイプファイル」発売8.23

WPC EXPO 2002 へ出展10.16

携帯電話周辺用品「tel Let's（テルレッツ）」
シリーズ第三弾発売

10.10

PCラベルプリンター
「テプラ」PRO SR3500P発売

11.27

中国上海に現地企業と合弁で販売会社
「上海錦宮牧野国際貿易有限公司」を設立

12.25

新経営理念制定
1. 1

1. 9 ホットラミネーター
「ピタ！ゴラス」LH PGS21H発売

3.10 「テプラ」ニューラインアップキャンペーンを実施

「レターファイル スライドイン」発売2.25

時計の企画販売会社「株式会社合同」を買収6.24

つくば工場　茨城県より
「地球にやさしい企業表彰」を受賞

6. 5

ISOT 2003へ出展7. 3

4. 1 キングファイル君「ボクの出番です」
キャンペーンを実施

東日本営業部･西日本営業部を設置5.21

5.20 ビジネスシヨウ TOKYO2003へ出展

ラベルライター
「テプラ」PRO SR51発売8. 8

次世代クリアーファイル
カラーベース　「ヒクタス±」発売9.10

New Products

Environment

M&A

Chinese Market

2003

2002

Management

2003年1月1日

新経営理念制定

［行動指針］
見つめよう市場 見なおそう慣行 見つけよう新発想

顧客に対して
商品およびサービスは、十分な顧客満足を果たさなければならない。
新商品開発は、市場開拓型の独創的な企画を追求しなければならない。
その品質は顧客の求める水準に維持され、かつ適正な価格でなければ
ならない。

社員に対して
社員の個性を尊重した能力開発とともに、自由闊達な提案や意見具申
ができるなど、能力を生かせる職場環境を保たなければならない。
待遇は能力と実績に応じ、公正かつ適正なものでなければならない。

株主に対して
常に株主の信頼と理解を得られるよう、情報を積極的に開示しなけれ
ばならない。
企業価値の増大と株主への利益還元に努めなければならない。
コーポレートガバナンスを強化し、公正かつ透明性の高い経営を行わ
なければならない。

社会に対して
商品は、文化の向上に貢献できるものでなければならない。
社内のコンプライアンス体制を整備し、社会の一員としての意識とモ
ラルを持たなければならない。
商品と企業活動を通して、常に環境と資源の保護に努めなければなら
ない。

【経営理念】
独創的な商品を開発し、
新たな文化の創造をもって

社会に貢献する

大きな視点で会社の方向性を見直し、キング

ジムが更なる飛躍をするために「新経営理念･

行動指針」を制定しました。

Management

K I N G J I M C A L E N D A R



ヒクタス±

2002年11月27日

「テプラ」PRO SR3500P発売
「テプラ」PROシリーズ初のパソコン接続専用機種、PCラベルプリ

ンター「テプラ」PRO SR3500Pを発売しました。USB接続により、

パソコンで文字入力・編集等ができ、美しいラベルが作れます。
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2002年12月25日

中国市場拡大に向け、上海に販社を合弁で設立
中国・上海に現地企業の上海牧野商貿有限公司と合弁で、パイプ式

ファイルを中心とした文具及び事務用品の、中国国内市場向け販売

会社「上海錦宮牧野国際貿易有限公司」を設立いたしました。

2003年6月5日

つくば工場「地球にやさしい企業表彰」受賞
当社のつくば工場は2003年6月に環境配慮型製品の企画開発への先

駆的･独創的な取り組みと、環境マネジメントシステムの国際規格

ISO14001の取得実績を評価され、工場の所在地である茨城県より

「地球にやさしい企業」表彰を受賞しました。

2003年6月24日

株式会社合同を買収
時計（ウォッチ＆クロック）の企画開発、販売で実績のある「株式

会社合同」の全株式を2003年6月に取得し、子会社化いたしました。

個人需要向けの当社子会社との相互のシナジー効果で企画開発･販売

力をさらに高め、個人商品分野の強化を図ってまいります。

New Products

Chinese Market

Environment

M&A
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売上面では、一般文具のうち、

ファイル・ファイルサプライズは、

環境に配慮した100％再生ボード表

紙を使用し、表紙ととじ具の脱着

機能を改善した「キングファイル

スーパードッチ＜脱・着＞N（再生

ボード）」等が好評を得て、売上高

は83億4,069万円と前期比2.4％の

増加となりました。個人情報整理

用品は、低価格でありながらカラ

ーやデザイン面についても追求し

た「アートカラーパイプファイル」

などの新製品を発売しましたが、

売上高は38億6,754万円と前期比

10.0％の減少となりました。その他

の製品についても需要が回復せず、

売上高は17億5,398万円と前期比

23.6％の減少となりました。その結

果、一般文具の売上高は前期比

5.3％減少の139億6,223万円となり

ました。

電子文具におきましては､「テプ

ラ」初のPC接続専用機『｢テプラ」

PRO SR3500P』､「ピタ！ゴラス」

シリーズのラインナップ拡充とし

て、A４判のホットラミネーター

「ピタ！ゴラス」LH PGS21Hおよび

「テルレッツ」シリーズ第３弾５品

種の市場投入などを行いましたが、

売上高は前期比0.2％減少の167億

6,381万円となりました。

電�

子�

文�

具�

文�

具�

一�

般�

一般文具 45.3%

■ファイル･ファイルサプライズ……………………27.1%

■個人情報整理用品 …………………………………12.5%

■その他…………………………………………………5.7%

電子文具 54.7%

■電子文具 ……………………………………………54.7%

部門別売上構成比



株主資本・株主資本比率
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■連結■単独
株主資本比率：●連結●単独　

GボックスPP

6（注）第52期～第55期は連単複合グラフとなります。

（注）1.第52期より連結財務諸表を作成しております。
2.記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
3.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

連結 連結 連結 連結
単独 単独

単独 単独 単独 単独

35,417 34,657 32,220 31,517売上高 （百万円） 39,478 36,417 35,362 34,596 31,535 30,726
2,597 2,865 1,764 1,785営業利益 （百万円） 2,526 2,406 2,551 2,847 1,744 1,658
2,548 2,938 1,872 1,736経常利益 （百万円） 2,685 2,540 2,685 2,999 1,752 1,700
1,156 1,510 △946 687当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） 1,403 1,221 1,270 1,478 △1,077 664
71.28 93.05 △58.32 41.021株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△） （ 円　） 86.48 75.24 78.25 91.10 △66.42 39.55
29,216 29,092 29,178 27,922総資産 （百万円） 28,110 28,148 29,194 29,420 29,156 27,800
17,992 18,933 17,631 18,037株主資本 （百万円） 15,971 16,899 18,235 19,397 17,941 18,268
61.6 65.1 60.4 64.6株主資本比率 （ ％　） 56.8 60.0 62.5 65.9 61.5 65.7
6.4 8.2 △5.2 3.9株主資本当期純利益率 （ ％　） 9.1 7.4 7.2 7.9 △5.8 3.7



連結貸借対照表（単位：千円）

（資産の部）

流動資産 16,278,852 17,763,758

現金及び預金 6,708,212 2,363,682

受取手形及び売掛金 4,111,748 4,026,491

有価証券 501,950 －

棚卸資産 3,735,891 3,492,568

繰延税金資産 466,894 906,354

短期貸付金 － 6,001,429

その他 782,855 1,017,473

貸倒引当金 △ 28,700 △ 44,240

固定資産 11,644,088 11,414,754

有形固定資産 6,295,689 5,762,764

建物及び構築物 2,517,468 1,241,839

機械装置及び運搬具 1,728,387 1,633,023

土地 1,342,427 1,280,706

建設仮勘定 171,120 986,993

その他 536,285 620,201

無形固定資産 786,775 519,489

連結調整勘定 55,797 46,908

その他 730,978 472,581

投資その他の資産 4,561,623 5,132,500

投資有価証券 1,616,649 1,928,371

繰延税金資産 310,313 437,407

保険積立金 1,757,537 2,098,665

その他 929,588 725,103

貸倒引当金 △ 52,466 △ 57,048

資産合計 27,922,940 29,178,513

当連結会計年度
平成15年６月20日現在

前連結会計年度
平成14年６月20日現在

当連結会計年度
平成15年６月20日現在

前連結会計年度
平成14年６月20日現在科　目

（負債の部）
流動負債 9,130,875 10,668,971

支払手形及び買掛金 6,737,859 6,927,845
短期借入金 510,727 563,527
未払法人税等 39,194 54,067
未払金 821,968 2,570,099
その他 1,021,124 553,431

固定負債 517,442 729,426
退職給付引当金 204,333 190,122
役員退職引当金 182,640 345,111
繰延税金負債 9,263 8,024
その他 121,205 186,168

負債合計 9,648,317 11,398,397

（少数株主持分）
少数株主持分 237,317 148,616

（資本の部）
資本金 － 1,978,690
資本準備金 － 1,840,956
連結剰余金 － 14,072,591
その他有価証券評価差額金 － △ 23,719
為替換算調整勘定 － △ 229,302
自己株式 － △ 7,718

資本金 1,978,690 －
資本剰余金 1,840,956 －
利益剰余金 14,502,167 －
その他有価証券評価差額金 13,224 －
為替換算調整勘定 △ 171,831 －
自己株式 △ 125,901 －
資本合計 18,037,305 17,631,499
負債・少数株主持分及び資本合計 27,922,940 29,178,513

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

連
結
財
務
諸
表
の
要
旨

「テプラ」SR30
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連結損益計算書（単位：千円） 連結剰余金計算書（単位：千円）

科　目
当連結会計年度
平成14年６月21日から
平成15年６月20日まで

前連結会計年度
平成13年６月21日から
平成14年６月20日まで

当連結会計年度
平成14年６月21日から
平成15年６月20日まで

前連結会計年度
平成13年６月21日から
平成14年６月20日まで

科　目

売上高 31,517,327 32,220,439
売上原価 20,670,238 21,328,809
売上総利益 10,847,089 10,891,629
販売費及び一般管理費 9,061,473 9,127,197
営業利益 1,785,616 1,764,431
営業外収益 125,004 196,887
受取利息 23,074 27,643
受取配当金 7,115 6,063
為替差益 － 104,933
その他 94,814 58,246
営業外費用 173,800 88,748
支払利息 4,701 5,422
為替差損 88,718 －
有価証券売却損 － 71,098
持分法投資損失 4,940 －
その他 75,439 12,228

経常利益 1,736,820 1,872,570
特別利益 1,226 22,842
固定資産売却益 1,226 22,842
特別損失 487,326 3,529,408
固定資産売却損 371 14,378
固定資産除却益 146,459 76,893
投資有価証券売却損 71 －
投資有価証券評価損 80,124 49,396
特許使用和解金等 － 3,362,000
会員権評価損 415 26,740
役員退職功労金 94,666 －
特別退職加算金等 165,218 －

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 1,250,721 △ 1,633,996
法人税、住民税及び事業税 59,170 78,201
法人税等調整額 507,475 △ 785,094
少数株主利益 － 19,203
少数株主損失 3,899 －

当期純利益又は当期純損失（△） 687,974 △ 946,307

連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）

科　目

営業活動によるキャッシュ・フロー 592,315 780,430

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,836,014 △ 3,065,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 422,678 △ 526,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,488 31,653

現金及び現金同等物の増加額 △ 1,646,888 △ 2,779,151

現金及び現金同等物の期首残高 8,171,100 10,950,251

現金及び現金同等物の期末残高 6,524,212 8,171,100

連結剰余金期首残高 － 15,395,650
連結剰余金期首残高 － 15,395,650
連結剰余金減少高 － 376,750
配当金 － 324,550
役員賞与 － 52,200
当期純損失 － 946,307
連結剰余金期末残高 － 14,072,591

（資本剰余金の部）
資本剰余金期首残高 1,840,956 －
資本剰余金期首残高 1,840,956 －
資本剰余金期末残高 1,840,956 －

（利益剰余金の部）
利益剰余金期首残高 14,072,591 －
利益剰余金期首残高 14,072,591 －
利益剰余金増加高 687,974 －
当期純利益 687,974 －
利益剰余金減少高 258,399 －
配当金 258,399 －
利益剰余金期末残高 14,502,167 －

当連結会計年度
平成14年６月21日から
平成15年６月20日まで

前連結会計年度
平成13年６月21日から
平成14年６月20日まで

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

アートカラー パイプファイル
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前連結会計年度
平成13年６月21日から
平成14年６月20日まで



科　目
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貸借対照表（単位：千円）

科　目

（資産の部）
流動資産 15,467,956 16,808,510
現金預金 6,228,256 1,830,956
受取手形 885,040 702,970
売掛金 2,968,133 3,105,920
有価証券 501,950 －
製品 2,847,878 2,734,193
材料 468,225 358,950
仕掛品 64,505 61,094
貯蔵品 57,472 76,085
前払費用 49,212 39,138
短期貸付金 － 6,001,429
子会社短期貸付金 232,273 71,556
繰延税金資産 455,582 893,731
未収入金 727,067 801,481
その他 9,357 173,701
貸倒引当金 △ 27,000 △ 42,700

固定資産 12,332,492 12,347,830
有形固定資産 5,266,597 4,999,655
建物 2,111,453 1,007,772
構築物 89,190 42,347
機械装置 1,068,201 1,071,056
車両運搬具 48,869 34,205
工具器具備品 522,555 600,476
土地 1,256,802 1,256,802
建設仮勘定 169,524 986,993
無形固定資産 686,690 436,795
商標権 637 787
ソフトウェア 666,235 414,515
電話加入権 19,818 21,492
投資その他の資産 6,379,204 6,911,379
投資有価証券 1,612,358 1,922,483
子会社株式 1,211,409 993,571
出資金 78,211 45,360
子会社長期貸付金 556,638 738,870
長期前払費用 3,558 4,004
長期繰延税金資産 374,001 503,819
保証金 718,768 436,041
保険積立金 1,757,537 2,098,665
その他 119,185 225,610
貸倒引当金 △ 52,466 △ 57,048

資産合計 27,800,448 29,156,341

第55期
平成15年６月20日現在

第54期
平成14年６月20日現在

第55期
平成15年６月20日現在

第54期
平成14年６月20日現在科　目

3

短期貸付金
現先による運用の中止による減少であります。
建物
松戸ロジスティクスセンターの取得による増加であります。

（負債の部）
流動負債 9,032,224 10,498,723
支払手形 1,433,239 1,455,057
買掛金 5,294,965 5,466,934
短期借入金 470,000 470,000
未払金 804,662 2,566,686
未払費用 586,683 413,477
未払法人税等 15,404 16,469
未払事業所税 28,663 25,092
未払消費税等 144,439 －
前受金 4,971 1,409
預り金 94,550 43,159
設備支払手形 154,646 40,436

固定負債 499,715 715,742
退職給付引当金 194,813 185,474
役員退職引当金 182,640 341,751
預り保証金 122,262 188,517

負債合計 9,531,940 11,214,466

（資本の部）
資本金 － 1,978,690
資本準備金 － 1,840,956
利益準備金 － 362,100
剰余金 － 13,790,394
任意積立金 － 14,727,501
配当平均積立金 － 100,000
特別償却準備金 － 27,501
別途積立金 － 14,600,000
当期未処理損失 － 937,106
その他有価証券評価差額金 － △ 22,548
自己株式 △ 7,718

資本金 1,978,690 －
資本剰余金 1,840,956 －
資本準備金 1,840,956 －

利益剰余金 14,558,402 －
利益準備金 362,100 －
任意積立金 13,422,714 －
特別償却準備金 22,714 －
別途積立金 13,400,000 －

当期未処分利益 773,588 －
株式等評価差額金 16,359 －
自己株式 △ 125,901 －
資本合計 18,268,507 17,941,875
負債及び資本合計 27,800,448 29,156,341

2

1

2

未払金
特許使用和解金の支払による減少であります。

3

1



レターファイル スライドイン
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損益計算書（単位：千円） 利益処分（単位：千円）

科　目
第55期

平成14年６月21日から
平成15年６月20日まで

第54期
平成13年６月21日から
平成14年６月20日まで

第54期第55期科　目

（経常損益の部）

営業損益

営業収益 30,726,047 31,535,699

営業費用 29,067,793 29,791,180

売上原価 20,427,203 21,041,347

販売費及び一般管理費 8,640,590 8,749,832

営業利益 1,658,253 1,744,519

営業外損益

営業外収益 119,365 94,770

営業外費用 77,605 86,694

経常利益 1,700,013 1,752,595

（特別損益の部）

特別利益 16,765 21,829

特別損失 483,389 3,560,879

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,233,388 △ 1,786,454

法人税、住民税及び事業税 28,000 33,000

法人税等調整額 541,081 △ 741,743

当期純利益又は当期純損失（△） 664,307 △ 1,077,710

前期繰越利益 221,721 254,178

中間配当額 112,440 113,574

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 773,588 △ 937,106

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 773,588 △ 937,106
任意積立金取崩額 5,698 1,311,347
特別償却準備金 5,698 11,347
配当平均積立金 ─ 100,000
別途積立金 ─ 1,200,000

計 779,286 374,240

これを次のとおり処分いたします。

128,078 145,959

配当金 1株につき９円
1株につき８円 普通配当７円
（普通配当８円） 記念配当２円

取締役賞与金 27,780 －
監査役賞与金 560 －
任意積立金 400,458 6,559
特別償却準備金 458 6,559
別途積立金 400,000 －

計 556,876 152,518
次期繰越利益 222,410 221,721

当期から「商法施行規則の一部を改正する省令（平成15年２月28日　法務省令第７号）」
による商法施行規則の規定に基づいて計算書類等を作成しております。

（注）1.記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
2.重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準および評価方法
子 会 社 株 式 . . .移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの. .決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は
全部資本直入法により処
理し、売却原価は移動平
均法により算定）

時価のないもの. .移動平均法に基づく原価法
（2）棚卸資産の評価基準および評価方法

製品および仕掛品. . . .総平均法に基づく原価法
材料および貯蔵品. . . .移動平均法に基づく原価法

（3）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 . . .定率法
...............................ただし、平成10年４月以

降に取得した建物（建物
附属設備を除く）につい
ては、定額法を採用して
おります。

無形固定資産 . . .定額法
（ソフトウェアを除く）
ソフトウェア . . .見込販売数量に基づく償

却額と残存有効期間に基
づく均等配分額とを比較
し、いずれか大きい額を
計上しております。

ソフトウェア . . .社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額
法によっております。

長期前払費用 . . .定額法
（4）引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 . . .債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権
については貸倒実績率に
より、また、貸倒懸念債
権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を
計上しております。

退職給付引当金 . . .従業員の退職給付に備え
るため、当期末における
退職給付債務および年金
資産の見込額に基づき計
上しております。

...............................数理計算上の差異につい
ては、各期の発生時の従

業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（５年）
による按分額をそれぞれ
発生の翌期より費用処理
しております。

役員退職引当金 . . .役員退職慰労金の支給に充
てるため、役員退職慰労金
規程に基づく期末要支給額
を計上しております。

（5）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（6）当期から「商法施行規則の一部を改正する
省令（平成15年２月28日　法務省令第７号）」
による商法施行規則の規定に基づいて計算書
類等を作成しております。

（7）会計方針の変更
１株当たり当期純利益に関する会計基準等
当期から「１株当たり当期純利益に関する会
計基準」（企業会計基準第２号）および「１株
当たり当期純利益に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第４号）に基づき
計算しております。これによる１株当たり当
期純利益の注記への影響は軽微であります。

3.貸借対照表注記
（1）子会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 19,390千円
短期金銭債務 84,433千円
長期金銭債務 1,056千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額
8,831,597千円

（3）貸借対照表に計上した固定資産のほか、電
子計算機およびその周辺機器等一部について
は、リース契約により使用しております。

（4）役員退職引当金は商法施行規則第43条に規
定する引当金であります。

（5）商法施行規則第124条第３号に規定する増
加純資産額

16,359千円
（6）発行済株式数 普通株式 16,229,846株

保有自己株式数 普通株式 220,083株
4.損益計算書注記
（1）子会社との取引高
売上高 19,680千円
仕入高 1,286,333千円
営業取引以外の取引高 15,994千円

（2）１株当たり当期純利益 39円55銭

（市場販売目的分）

（自社利用目的分）

（注）1.平成15年３月10日付で112,440,888円（1株につき7円）の中間配当を実施い
たしました。
2.当期の配当については、前期の普通配当7円から1円増額し、1株につき8円と
させていただきます。
3.税効果会計における実効税率変更に伴う積増額であります。

（ ）



2002年6月に、シンプルな機能で使いや

すいオフィス向けエントリーモデルSR210

を投入。2002年11月には「テプラ」初の

パソコン接続専用機種SR3500Pを投入し

ました。

また、ホーム向けスタンダードモデル

の新製品としてSR51を2003年8月に発売。

個人・ホームユースの需要も積極的に取

り込んでいきます。

これらの新製品により2001年9月よりすす

めていた「テプラ」PRO新ラインアップ

によるポジショニングが明確化し、また

パソコン接続への対応も積極的に進めま

した。

また、ラインアップ一新に伴いユーザー

向けのキャンペーンを実施。新聞や雑誌

などによる広告販促活動を積極的に展開

いたしました。

パイプ式ファイルのシェアNO.1ブラン

ドである「キングファイル」においては、

ユーザーの満足をさらに高める製品を開

発・発売しました。

2003年3月に発売した「キングファイル

スーパードッチ＜脱･着＞N（再生ボード）」

は、表紙ととじ具の着脱がスムーズに行

なえる「スライド式脱着とじ具」を採用

し、「リユース」や「分別廃棄」を可能に

しています。表紙素材には100％再生紙を

使った、環境仕様を追求した製品です。

また、「キングホルダー」「カラーインデ

ックス（6山･10山･12山）」など、「キング

ファイル」をさらに使いやすくするサプ

ライズを開発し、ご提供しています。

「テプラ」PRO SR51

「テプラ」PRO SR3500P

KING JIM PRODUCTS

キングファイルスタンプメーカー「たいこバン」

11

テプラ

キングジム　プロダクツ

キングファイル



白と黒を基調としたファイ
ル・収納用品「MONOCHROME
（モノクローム）」は、インテリ
アとのコーディネートを考えた
SOHO等を意識した商品です。
●子会社（株）エル･クラッセ

SUBSIDIARY  PRODUCTS

Dリングファイル脱･着
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子会社関連　プロダクツ

クリアーファイル「ヒクタス±」

従来のクリアーファイルの常識を覆す、

新概念の次世代クリアーファイル カラー

ベース「ヒクタス」を開発、2003年9月よ

り発売いたしました。「ヒクタス±（ステ

ィックタイプ）」は、新開発のスティック

式とじ具により、従来の固定式クリアー

ファイルのスマートな使い心地はそのま

まで、ポケットの枚数を増減することが

可能です。「ヒクタス±」を次世代型クリ

アーファイルとしてユーザーの満足でき

る高い付加価値をアピールし、拡販して

まいります。

「ヒクタス±」は2003年7月に開催された

「第14回　国際文具･紙製品展　ISOT2003」

では、ファイルで初めて「ステーショナリ

ー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

個人向けファイル・収納用品

普段の生活の中で気軽にお使い
いただける、落ち着いた雰囲気の
「LA Donna（ラドンナ）」、流行や
個性を重視したデザインで若い客
層で人気の「AVANTI（アバンテ
ィ）」などの有力ブランドを持ち、
その商品群は百貨店などで高いシ
ェアを持っています。
●子会社　長島商事（株）

フォトフレーム

クリアーファイル「ヒクタス±」

MONOCHROME

LA Donna

AVANTI

OPELやアウディといった有
名自動車メーカーのロゴ入り腕
時計や洗練されたデザインのレ
ディースウォッチ、その他、掛
け時計・目覚し時計からキッチ
ンタイマーまで、個性豊かな時
計を多数企画・販売しています。
●子会社（株）合同

ＷＡＴＣＨ＆ＣＬＯＣＫ



商　　　　号 株式会社キングジム
KING JIM CO., LTD.

創　　　　業 1927年4月

設　　　　立 1948年8月

資 　 本 　 金 19億7,869万円

本　　　　社 東京都千代田区東神田二丁目10番18号

事 　 業 　 所 札 幌 営 業 所（北海道札幌市）
仙 台 営 業 所（宮城県仙台市）
さいたま営業所（埼玉県さいたま市）
東 京 営 業 所（東京都千代田区）
横 浜 営 業 所（神奈川県横浜市）
名古屋営業所（愛知県名古屋市）
大 阪 営 業 所（大阪府大阪市）
広 島 営 業 所（広島県広島市）
福 岡 営 業 所（福岡県福岡市）
他合計15ヵ所

工　　　　場 松　戸　工　場（千葉県松戸市）
つ く ば 工 場（茨城県牛久市）
岡　山　工　場（岡山県勝田郡）

物 流 拠 点 松戸ロジスティクスセンター
（千葉県松戸市）

東京物流センター（東京都江戸川区）
大阪物流センター（大阪府大阪市）

従 業 員 数 619人

会社概要（平成15年6月20日現在）

会
社
概
要

図面ファイルGS

代表取締役社長 宮　本　　　彰

専 務 取 締 役 原　　　博　之 経営企画室担当兼国内子会社担当

専 務 取 締 役 田　村　　　聰 管理本部長兼広報室担当兼国際部担当

常 務 取 締 役 宮　本　英　晴 物流本部長兼情報システム部担当

常 務 取 締 役 宇田川　　　登 人事部担当

常 務 取 締 役 橋　本　博　之 製造本部長兼一般文具開発本部長
兼環境推進室担当

常 務 取 締 役 赤　井　三　麿 電子文具事業開発本部長
兼経営企画室事業企画担当

常 務 取 締 役 吉　岡　� 昭 営業本部長兼CS部担当

社 外 取 締 役 印　南　一　路

常 勤 監 査 役 江　守　政　三

監 　 査 　 役 田　中　　　誠

監 　 査 　 役 本　多　敏　郎

監 　 査 　 役 遠　山　　　勉

執 行 役 員 芹　澤　宏　司 長島商事株式会社代表取締役社長

執 行 役 員 藤　井　健　二 CS部長

執 行 役 員 山　口　裕　久 営業副本部長

執 行 役 員 西　山　勝　昭 国際部長

※は執行役員を兼務しております。

役員体制（平成15年9月18日現在）

主要な連結子会社

社名 事業内容

株式会社キングビジネスサポート オフィスサービス

株式会社エル・クラッセ 文具・事務用品の企画・販売

長島商事株式会社 室内装飾雑貨の企画・販売

株式会社合同 時計の企画・販売

P.T.KING JIM INDONESIA クリアーファイルを中心とした化成品ファイルの製造

KING JIM（MALAYSIA）SDN.BHD. キングファイル等用の金属製とじ具の製造

社名 事業内容

大連錦宮事務用品有限公司 文具事務用品の製造・販売

上海錦宮牧野国際貿易有限公司 文具事務用品の販売

関連会社
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東京中小企業投資育成株式会社 1,069 6.8

株式会社三井住友銀行 761 4.8

宮本　彰 680 4.3

キングジム社員持株会 565 3.6

株式会社東京三菱銀行 505 3.2

宮本　淑子 472 3.0

モルガン･スタンレーカンパニーインク 464 3.0

住友信託銀行株式会社 449 2.9

キングジム共栄持株会 446 2.8

有限会社メイフェア・クリエイション 426 2.7

会社が発行する株式の総数 30,000,000株

発行済株式の総数 16,229,846株

株主数 1,859名

大株主

株主名
持株数（千株） 議決権比率（％）

当社への出資状況

株式の状況（平成15年6月20日現在）

株主優待制度のご案内

株主の皆様のご支援に感謝の意を表

すると共に、当社の事業に対するご

理解を深めていただきたいため、毎

年6月20日現在で1,000株以上所有

の株主の皆様に対し、3,000円相当

の自社商品（連結子会社含む）を贈呈

しております。（写真は、平成14年度の例です）

個人その他�

■金融機関 14名 （0.8％）
■証券会社 12名 （0.7％）
■ その他法人 103名 （5.5％）
■外国法人 19名 （1.0％）
■ 個人その他 1,711名 （92.0％）

計1,859名 （100％）

所有者別株式分布

所有株式数別

個人その他�

金融機関�

その他法人�

■金融機関 2,646千株 （16.3％）
■証券会社 150千株 （0.9％）
■ その他法人 4,360千株 （26.9％）
■外国法人 647千株 （4.0％）
■ 個人その他 8,426千株 （51.9％）

計16,229千株 （100％）

（平成14年6月20日現在）

株
式
の
状
況

テルレッツ

取締役会�

監査役会�

管理本部� 総務部�
経理部�
人事部�

電子文具事業開発本部� 電子文具開発部�
電子文具製造部�
電子文具品質保証部�
電子文具管理部�

代表取締役社長�

環境推進室�
情報システム部�
広報室�
経営企画室�

国際部�
CS部�

一般文具開発本部� 一般文具開発部�
一般文具開発管理部�

物流本部� 物流部�
松戸ロジスティクスセンター�
東京物流センター�
大阪物流センター�

営業本部� 営業企画部�
営業推進部�
営業サポート部�
東日本営業部�
西日本営業部�

製造本部� 製造企画部�
購買部�
製造技術部�
品質保証部�
松戸工場�
岡山工場�
つくば工場�

組織図（平成15年9月18日現在）
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この報告書は、古紙配合率100％再生紙と、環境に
優しい大豆油インキを使用して印刷するとともに、
針金を使わず「ECO綴じ」にて製本しています。

キングジムのホームページでは、
“IR”ページをはじめ

商品、商品活用情報など様々な情報を掲載しています。
ぜひ、ご覧ください。

www.kingjim.co.jp

株主メモ

決　　算　　期 毎年6月20日

定時株主総会 毎年9月20日まで

配当金支払 6月20日
株 主 確 定 日 なお、中間配当を行う場合は12月20日

名義書換代理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号
住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒183-8701
東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電話照会先）（住所変更等用紙のご請求）�0120-175-417
（その他のご照会） �0120-176-417

同 取 次 所 住友信託銀行株式会社
本店及び全国各支店

公告掲載新聞 日本経済新聞
※決算公告はhttp://www.kingjim.co.jp/
に掲載しております。

証 券 コ ー ド 7962

商法改正に伴う株式のお取扱いについてのご案内
●株券失効制度について

平成15年4月1日施行の改正商法に基づき、「株券失効制度」がスタートし、株券
を喪失された場合の手続きが従来の方法より簡便となりました。
詳細は名義書換代理人にご照会下さい。

●単元未満株式の買増制度について
商法改正に基づく当社定款の変更および株式取扱規程の変更により、平成15年よ
り「単元未満株式の買増制度」を開始することといたしましたので、単元未満株
式を有する株主様は、当社に対しその単元未満株式の数と併せて１単元（1,000
株）になる数の株式を買増請求することができることになります。
なお、決算期日（6月20日）および中間決算期日（12月20日）を含む各々それ以
前の12営業日の間受付を停止させていただくほか、当社が別途必要と認める場合
には受付停止期間を設ける場合がございます。受付停止期間を含めお手続きの詳
細につきましては、名義書換代理人あてにご照会ください。また、保管振替制度
ご利用の場合のお取扱いは、お取引証券会社あてにご照会ください。

株式に関するお問い合せ先

株式会社キングジム　総務部
東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
Tel   03-3864-7070
Eメール kabushiki@kingjim.co.jp




