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　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62期（平成21年6月21日から平
成22年6月20日まで）の株主通信をお届けするにあたり、
ご挨拶申し上げます。
　当連結会計年度におけるわが国経済は、景気は回復基調
にはあるものの、依然として雇用環境は厳しく、民間需要
の回復力は非常に弱いものとなりました。
　当業界におきましても、景気は着実に持ち直しているも
のの、欧州を中心とした景気の下振れ懸念など、全般的な
企業環境は引き続き厳しい状況下にあり、主力の法人需要
は減少傾向が続いております。一方、個人消費は経済対策
の効果もあり、消費者マインドの改善の動きも見られました。
　このような情勢のもと、当社グループでは、従来の文具
の枠にとらわれない雑貨系の商品群である「Toffy」シリー
ズの拡充を図ると共に、主として雑貨系ブランドのアンテ
ナショップとして、当社グループ初の直営店である「Toffy 

SHIODOME」をオープンし新たな事業に参入するなど、積
極的な販売活動を展開いたしました。また、電子文具では、
「ポメラ」に続く新規概念商品として、電子マネービュアー
「リレット」や、イオン発生式空気清浄機「ビオン」を市場
に投入し、新たな需要獲得に努めました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は284億3,336万円
（前連結会計年度比2.9％減）、営業利益は8億4,204万円
（前連結会計年度比6.7％減）、経常利益は7億6,324万円
（前連結会計年度比5.8％減）となりました。また、当連結
会計年度においては、前連結会計年度において特別損失に
計上した、厚生年金基金からの脱退に伴う脱退時特別掛金
や、つくば工場閉鎖に伴う設備除却損並びに希望退職者の
特別加算金等の特殊要因がなかったことにより、当期純利
益は4億1,667万円（前連結会計年度は10億1,464万円の
当期純損失）となりました。
　当社グループは、変化する経営環境に対応して、持続あ
る成長を目指すために、「既存事業の競争力強化」「新電子
事業の拡大」「個人向け生活雑貨事業の拡大」を経営戦略
の柱として、努力を積み重ねてまいります。
　株主の皆様におかれましては、より一層のご支援、ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様に
ご挨拶申し上げます。

トップメッセージ

代表取締役社長

宮本　彰
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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

総資産

自己資本

自己資本比率

自己資本当期純利益率

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（　円　）

（百万円）

（百万円）

（　％　）

（　％　）

30,299
28,602
2,088
1,843
2,158
2,006
1,083
976
35.22
31.75
27,564
26,945
20,221
21,012
73.4
78.0
5.5
4.8

30,395
28,608
1,762
1,628
1,859
1,819
1,058
1,105
34.07
35.17
27,441
26,778
20,859
20,744
76.0
77.5
5.2
5.3

30,166
28,284
1,827
1,718
1,861
1,785
1,065
1,088
35.10
35.84
28,771
26,645
17,651
17,823
61.4
66.9
5.5
5.6

29,291
25,628
902
633
810
641

△1,014
△1,078
△36.77
△39.10
25,674
24,980
15,955
16,174
62.1
64.7
△6.0
△6.3

連結
個別

連結
個別

連結
個別

連結
個別

第58期
（平成18年6月期）

第59期
（平成19年6月期）

第60期
（平成20年6月期）

第61期
（平成21年6月期）

28,433
24,627
842
414
763
471
416
271
15.07
9.81

24,976
24,117
16,005
16,113
64.1
66.8
2.6
1.7

連結
個別

第62期
（平成22年6月期）

（注）⒈ 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
　　 ⒉ 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。
　　 ⒊ 自己資本＝純資産合計－新株予約権－少数株主持分
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業績及び財政状況の推移
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　一般文具では、オフィス向け、個人向けそれぞれに商品ライ
ンアップの強化を図りました。オフィス向けには、主力商品であ
る「キングファイル スーパードッチ＜脱・着＞イージー」に
「GXシリーズ」を追加し、さらに高い耐久性とお求めやすい価
格設定を両立させた「BFシリーズ」を発売するなど、厳しい企
業環境に対応するコストパフォーマンスの高い商品群を積極的
に提案してまいりました。個人向けには、主として女性にご好評
をいただいております「Toffy」ブランドのシャープペンやノート
など、21品種の商品を発売し、総合ステーショナリーブランドと
しての拡大を図りました。
　電子文具では、主力の「テプラ」はビジネスサポート力をアッ
プしたスタンダードモデルの「テプラ」PRO SR550を発売いた
しました。大ヒット商品となったデジタルメモ「ポメラ」の商品
ラインを拡大し、「DM20」、「DM5」の2種類を発売いたしました。
新しい領域では、普及が著しい電子マネーの残額を簡単に確認
できる電子マネービュアー「リレット」や、イオン発生式空気清
浄機「ビオン」を発売し、新たな需要の創出に努めてまいりまし
た。
　この結果、文具事務用品の製造・販売事業の売上高は247億

9,218万円（前連結会計年度比4.0％減）、営業利益は6億4,887
万円（前連結会計年度比7.4％増）となりました。
　連結子会社では「Toffyで彩る私の毎日」をキャッチフレーズ
に、㈱ラドンナでは、デジタルフォトフレームやアロマディフュー
ザー、加湿器、スピーカー、電卓などを、また、㈱Gクラッセで
は、目覚まし時計、キッチンタイマー、歩数計、防滴ラジオ、収
納ボックスなどをそれぞれ発売し、生活に彩りをプラスする提案
を行いました。また、2010年4月より、生活雑貨のアンテナ
ショップとしてオープンした「Toffy SHIODOME」におけるバリ
エーション拡充のため、当社グループ以外の商品の品揃えも行い、
㈱キングジム、㈱ラドンナ、㈱Gクラッセの3社トータルで、
「Toffy」ブランドを中心とした雑貨系商品の育成に努めました。
㈱アスカ商会では、東京ショールーム「アン・デコール」のオー
プン以来、名古屋・東京の2拠点体制でascaブランドの周知と
顧客対応に努めております。また、物流センターの移転統合を
実施いたしました。
　この結果、インテリア・雑貨小物の企画・販売事業の売上高
は36億4,118万円（前連結会計年度比4.6％増）、営業利益は1
億6,362万円（前連結会計年度比40.1％減）となりました。

事業部門別売上高 事業部門別売上構成比

期　別

区　分

文 具 事 務 用 品
（一 　 般 　 文 　 具）
文 具 事 務 用 品
（電 　 子 　 文 　 具）
インテリア・雑貨小物

合　　計

10,625,722

14,166,457

3,641,188
28,433,368

37.4

49.8

12.8
100.0

売　　上　　高 構　成　比

％

第　62　期
自平成21年6月21日
至平成22年6月20日（ ）

（単位：千円）

文具事務用品
（一般文具）

37.4％

文具事務用品
（電子文具）

49.8％

インテリア・雑貨小物
12.8％

営業の概況
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●デジタル名刺ホルダー
　「ピットレック」

画像データの取り込みから、デー
タ検索までを一台で実現したデジ
タル名刺ホルダー。コンパクトな
本体に内蔵されたカメラで名刺を
デジタル画像化し、画像データを
保存します。取り込んだ名刺画像
は文字認識機能（OCR）により、
会社名・氏名での検索が可能です。

●ラドンナ

（2010年8月6日発売）

●卓上メモ「マメモ」

紙にペンでメモするのと同じよう
に、液晶画面にタッチペンでメモ
するシンプルな電子手書きメモ。
コンパクトな本体は、デスク上や
電話の脇に置いても邪魔にならず、
思いついたアイデアや電話中のメ
モ、仕事の予定などを、紙のメモ
帳に手書きでメモを取る感覚と同
じようにメモができます。

いつでもどこでもメモがとれるデジ
タルメモ「ポメラ」シリーズに、大
容量メモリやQRコード機能などを
新たに搭載した「ポメラ」DM20
を拡充。DM20は、記者や編集ラ
イター、ブロガーなど文章を書く
機会が多い方のヘビーユースにも
対応できるよう、テキスト編集機
能を中心に機能向上を図った上級
機種です。

「テプラ」の使用頻度が高いオフィ
スや、工場、設備関連のニーズに
応えた「テプラ」PROシリーズの
最上位機種モデル。4階調が表示
可能なバックライト付き大型ディ
スプレイを採用。入力システムに
は予測入力機能付のATOKを搭載
するなど、使いやすさもさらに向
上させています。

フォトフレーム・生活雑貨
●Gクラッセ

個人向けファイル・腕時計

「ラドンナ」のフォトフレームは、高品
質とスタイリッシュなデザインで、ギ
フト需要を中心に百貨店シェアNo.1を
誇っています。ブライダルやインテリ
アフレーム、赤ちゃんの成長の記録に
最適なベビーフ
レームシリーズ
など、思い出の
写真を素敵に演
出します。

「Gクラッセ」は、素材や質感にこだわ
り、デザイン性の高い個人向けのファ
イル・収納製品を展開。アイデアあふ
れる企画により個性豊かな商品を取り
揃え、カタログギフトでも強い人気を
持つ、腕時計や置
時計を製造・販売
しています。

●アスカ商会
アーティフィシャルフラワー

「アスカ商会」は、上質で心地よいイン
テリアスペースをご提案するアーティ
シャルフラワー（造花）やインテリア雑
貨の輸入・企画・販売しています。高品
質で多彩なバリエーションを誇るascaの
アーティフィシャ
ルフラワーは、
室内装飾の分野
でもクリエイティ
ブワークに貢献
しています。

KING JIM Products

●デジタルメモ
　「ポメラ」DM20

●「テプラ」
　PRO SR950

（2009年12月11日発売） （2010年7月30日発売)（2010年8月6日発売）
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2009 20106 月

K ING JIM IR CALENDARK ING JIM IR CALENDARK ING JIM IR CALENDAR

7月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1月 2 月 3 月

◎株式会社アスカ商会 東京ショールーム「アン・デコール」を開設
◎2009年グッドデザイン賞を受賞

◎ 第1四半期決算公表 ◎ 2010年6月期
　第2四半期決算公表
◎2010年6月期
　第2四半期決算説明会

「Toffy SHIODOME」をオープン

◎ デジタルメモ
「ポメラ」が
日本文具大賞
を受賞

◎ 2009年6月期
決算公表
◎ 2009年6月期
決算説明会

◎ポケモン「テプラ」のテレビCMを放映
◎「キングジムCSRレポート・会社案内2009」を発行
◎第61回（2009年6月期）定時株主総会

◎ Web上で外国語表示ラベルが作成できる「テプラ 外国語ラベル工房」サービスを開始
◎中国・深セン駐在員事務所を開設
◎「ポメラ」が「2009年日経優秀製品・サービス賞」を受賞

IR情報 ◎ 2010年6月期第3四半期決算公表
◎「Toffy」のアンテナショップ
「Toffy SHIODOME」をオープン

東京ショールーム「アン・デコール」を開設 「ポメラ」が「2009年日経優秀製品・サービス賞」を受賞

キングジム・ベトナム増産

2010年4月12日に、子会社である株式会社ラドンナ、株式会社Gクラッセ
と共同で開発・販売してまいりました、キングジム・グループの雑貨ブラン
ド「Toffy」のアンテナショップとして、港区の汐留タワーに「Toffy 
SHIODOME」をオープンいたしました。「Toffy SHIODOME」では、これ
らのToffy商品群に加えて、Toffyブランド以外の雑貨商品の販売も行い、
キングジム・グ
ループの雑貨事
業推進のための
アンテナショッ
プとして機能い
たします。

キングジムの子会社で、アーティフィシャルフラワー（造花）
を中心とする装飾用品の企画販売会社である株式会社アスカ
商会が、東日本での販売拡
大のため、代々木にショー
ルームを開設し、2009年
10月20日より営業を開始
いたしました。

2009年度より本格稼動したキングジム・ベトナ
ム KINGJIM（VIETNAM）Co.,Ltd.は、2010年
度も大幅に増産し、「キングファイル」の主力工
場として高い品
質と安定供給に
貢献しています。

デジタルメモ「ポメラ」DM10が、「2009年日経優秀製品・
サービス賞 優秀賞 日経MJ賞」を受賞いたしました。当社は、
この度の受賞に心から感謝
いたしますと共に、今後も、
お客様に満足いただける商
品を開発すべく努力を続け
てまいります。
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■電子文具商材の強化
電子文具では、テキスト入力・編集に特化したデジタルメモ「ポ
メラ」が、大きなヒット商品となりました。当期は、電子マネー
の残額を手元で確認できる電子マネービュアー「リレット」、コン
パクトで静かなイオン発生式空気清浄機「ビオン」などを次々に
発売し、新たな市場を構築する積極的な活動を展開しております。
また、2010年8月には、シンプルな電子手書き卓上メモ「マメモ」、
大量の名刺情報を画像データとして保存できる、デジタル名刺ホ
ルダー「ピットレック」など、大型商品を発売し、ご好評をいた
だいております。

■中国・深セン駐在員事務所開設
当社は、ファイルや「テプラ」など、法人向け事務用品を中心と
する事業展開を行っておりますが、これに加え、当社グループ全
体で個人向け商品の開発、販売を推進しております。 
これをさらに強化するため、当社は、当社及び当社グループ各社
が行う中国の電子機器製品調達のための情報収集、検査を主眼に
おいた拠点を中国・深センに開設いたしました。これによって、
市場価値のある製品をいち早く見いだし、また、日本国内で販売
するための安全基準の確認や検査などをスピーディーに行ってま
いります。

■総合雑貨ブランド「Toffy（トフィー）」シリーズ拡充
「Toffy」は20歳代以上の女性をターゲットに、「Toffyで彩る私の
毎日」をコンセプトとして展開する雑貨ブランドです。2008年よ
りキングジムとキングジムの子会社である株式会社ラドンナ、株
式会社Gクラッセと共同で開発し、雑貨店ルートを中心に販売し
てまいりました。最近では、アロマ・ディフューザーやデジタル・
フォトフレーム、インテリアホンなど、家電的な機能を持つ商品
から個人向け文具まで、約100品番のラインアップを持っています。
また、2010年4月12日にはアンテナショップとして、港区の汐留
タワーに「Toffy SHIODOME」をオープンいたしました。今後は、
Toffy商品群に加えて、Toffyブランド以外の雑貨商品の販売も行
う予定です。

Corporate

4 月 5 月 6 月 7月 8 月 9 月

◎ 2010年
　6月期
　決算公表
◎  2010年
　6月期
　決算説明会

◎第62回
　（2010年
　6月期）
　定時株主総会

ISOT 2010に出展

◎ キングジム・
マレーシアで
電子製品の製
造受託を開始

◎ タイムシェア
自習室
　「アカデミー
　ラウンジ」を
　オープン
◎ISOT2010
　に出展

コーポレートサイトをリニューアルオープン

◎コーポレート
　サイトを
　リニューアル
　オープン

2010年6月15日より、キングジムのコーポレートサイト
（http://www.kingjim.co.jp/）をリニューアルオープン
いたしました。今回のリ
ニューアルを機に、より
わかりやすいサイトの構
成と、お客様により有益
な情報提供を心掛けてま
いります。

2010年7月7日から3日間、アジア最大の文具展示会
「ISOT2010」に出展いたしました。
電子文具では、デジタルメモ「ポメラ」をはじめ、デジタ
ル名刺ホルダー「ピットレック」、卓上メモ「マメモ」等
を展示。ファイル製品は、
カラフルでキュートなス
テーショナリー「Toffy
（トフィー）」シリーズ等、
多彩な新製品を展示いた
しました。

◎  キングジム・ベトナム増産
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連結貸借対照表（単位：千円）

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

科　　　　目科　　　　目 当連結会計年度
平成22年6月20日現在

前連結会計年度
平成21年6月20日現在

当連結会計年度
平成22年6月20日現在

前連結会計年度
平成21年6月20日現在

連結財務諸表

（資産の部）
流動資産 14,485,652 14,363,028
　現金及び預金 2,834,033 3,459,819

　受取手形及び売掛金 4,109,780 4,507,031

　有価証券 310,567 210,652

❶　商品及び製品 5,000,170 4,179,882

　仕掛品 196,126 147,388

　原材料及び貯蔵品 1,050,151 912,193

　繰延税金資産 140,009 256,953

　その他 877,691 722,143

　貸倒引当金 △32,878 △33,037

固定資産 10,490,577 11,311,938
有形固定資産 6,251,470 6,564,313
　建物及び構築物　　 2,966,239 3,019,040

❷　機械装置及び運搬具 948,157 1,147,793

　土地 2,032,510 2,035,689

　建設仮勘定 26,318 52,895

　その他 278,245 308,894

無形固定資産 515,786 528,797
　のれん 167,319 203,918

　その他 348,467 324,879

投資その他の資産 3,723,320 4,218,827
❸　投資有価証券 1,187,687 1,660,721

　繰延税金資産 459,990 458,705

　保険積立金 460,131 455,730

　前払年金費用 259,625 360,193

　その他 1,551,789 1,476,526

　貸倒引当金 △195,904 △193,049

資産合計 24,976,230 25,674,967

（負債の部）
流動負債 5,155,238 5,271,844
❹　支払手形及び買掛金 3,065,733 2,514,499
　1年内返済予定の長期借入金 680,000 680,000
　未払法人税等 82,625 109,460
❺　未払金 668,363 1,193,487
　役員賞与引当金 13,862 16,435
　事業構造改善引当金 ̶ 66,591
　その他 644,653 691,369
固定負債 3,539,083 4,197,944

❻　長期借入金 3,040,000 3,720,000
　繰延税金負債 22,018 22,002
　退職給付引当金 108,765 102,961
　役員退職慰労引当金 232,658 213,659
　負ののれん 7,533 10,044
　その他 128,108 129,277
負債合計 8,694,322 9,469,789
（純資産の部）
株主資本 16,590,921 16,521,733
　資本金 1,978,690 1,978,690
　資本剰余金 2,675,000 2,698,747
　利益剰余金 16,167,672 16,137,924
　自己株式 △4,230,442 △4,293,628
評価・換算差額等 △585,507 △565,926
　その他有価証券評価差額金 △135,029 △151,383
　為替換算調整勘定 △450,478 △414,543
新株予約権 70,050 70,384
少数株主持分 206,444 178,986
純資産合計 16,281,908 16,205,177
負債純資産合計 24,976,230 25,674,967
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連結損益計算書（単位：千円）

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

科　　　　目
当連結会計年度

自  平成21年6月21日
至  平成22年6月20日

前連結会計年度
自  平成20年6月21日
至  平成21年6月20日

Point
❶▶商品及び製品
　　 主に新製品による増加であり

ます。

❷▶機械装置及び運搬具
　　 主に事業再編に伴う設備の除

売却による減少であります。

❸▶投資有価証券
　　 主に社債の長短振替・期限前

償還による減少であります。

❹▶ 支払手形及び買掛金
　　 主に電子文具新製品による増

加であります。

❺▶未払金
　　 退職特別加算金等の支払によ

る減少であります。

❻▶長期借入金
　　 返済による減少であります。

❼▶販売費及び一般管理費
　　 主に退職給付費用の増加によ

るものであります。

❽▶減価償却費
　　 遊休資産（旧つくば工場）に

かかるものであります。

❾▶減損損失
　　 機械装置にかかるものであり

ます。

売上高 28,433,368 29,291,908
　売上原価 17,763,292 18,684,396
売上総利益 10,670,076 10,607,511
❼　販売費及び一般管理費 9,828,030 9,705,479
営業利益 842,045 902,032
営業外収益 96,336 151,745
　受取利息 11,696 32,755
　受取配当金 30,449 35,341
　受取賃貸料 ̶ 8,500
　屑売却益 25,830 28,160
　その他 28,360 46,987
営業外費用 175,132 243,162
　支払利息 63,822 52,001
　賃貸収入原価 ̶ 3,134
　為替差損 47,937 131,016
　シンジケートローン手数料 ̶ 46,000
❽　減価償却費 30,477 ̶
　その他 32,895 11,010
経常利益 763,248 810,614
特別利益 9,992 185,689
　固定資産売却益 7,452 89,454
　投資有価証券売却益 ̶ 135
　事業構造改善引当金戻入額 2,205 ̶
　新株予約権戻入益 334 ̶
　保険解約益 ̶ 83,499
　受取補償金 ̶ 12,599
特別損失 94,094 2,461,745
　固定資産売却損 5,348 827
　固定資産除却損 26,182 24,580
❾　減損損失 46,737 34,541
　投資有価証券評価損 ̶ 120,855
　厚生年金基金脱退拠出金 ̶ 1,526,918
　事業再編損 15,826 754,022
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 679,146 △1,465,440
法人税、住民税及び事業税 129,251 163,325
法人税等還付税額 ̶ △18,490
法人税等調整額 105,873 △618,492
少数株主利益 27,349 22,860
当期純利益又は当期純損失（△） 416,672 △1,014,644
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（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書（単位：千円）
当連結会計年度（自 平成21年6月21日　至 平成22年6月20日）

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）

科　　　　目
当連結会計年度

自  平成21年6月21日
至  平成22年6月20日

前連結会計年度
自  平成20年6月21日
至  平成21年6月20日

Point
10▶営業活動によるキャッシュ・フロー
　　 主に税金等調整前当期純利益

の計上や仕入債務の増加、減
価償却費の計上によるもので
あります。

11▶財務活動によるキャッシュ・フロー
　　 主に長期借入金の返済、配当

金の支払によるものでありま
す。

株　　主　　資　　本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 少数株主
持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成21年6月20日残高 1,978,690 2,698,747 16,137,924 △4,293,628 16,521,733 △151,383 △414,543 △565,926 70,384 178,986 16,205,177

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △386,923 △386,923 △386,923

　当期純利益 416,672 416,672 416,672

　自己株式の取得 △451 △451 △451

　自己株式の処分 △23,746 63,637 39,890 39,890

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額（純額） － 16,353 △35,934 △19,581 △334 27,457 7,542

連結会計年度中の変動額合計 － △23,746 29,748 63,186 69,188 16,353 △35,934 △19,581 △334 27,457 76,730

平成22年6月20日残高 1,978,690 2,675,000 16,167,672 △4,230,442 16,590,921 △135,029 △450,478 △585,507 70,050 206,444 16,281,908

10営業活動によるキャッシュ・フロー 812,067 △1,877,593

投資活動によるキャッシュ・フロー △390,801 △269,193

11財務活動によるキャッシュ・フロー △1,029,045 △752,181

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,094 △20,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △625,873 △2,919,590

現金及び現金同等物の期首残高 3,198,773 6,118,363

現金及び現金同等物の期末残高 2,572,900 3,198,773
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貸借対照表（単位：千円）

科　　　　目 第62期
平成22年6月20日現在

第61期
平成21年6月20日現在

第62期
平成22年6月20日現在

第61期
平成21年6月20日現在科　　　　目

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

個別財務諸表

（資産の部）
流動資産 10,746,890 11,398,343
　現金及び預金 907,981 1,177,006
　受取手形 67,851 127,118
　売掛金 3,293,250 3,587,080
　有価証券 310,567 210,652
❶　商品及び製品 3,908,616 3,152,090
　仕掛品 9,764 7,609
　原材料及び貯蔵品 323,624 360,136
　前払費用 73,440 39,744
　繰延税金資産 90,621 216,711
❷　関係会社短期貸付金 693,478 1,570,395
　未収入金 1,026,988 846,340
　その他 62,704 117,459
　貸倒引当金 △22,000 △14,000
固定資産 13,370,247 13,582,388
有形固定資産 4,317,796 4,632,854
　建物 1,980,416 2,058,843
　構築物 55,681 66,734
❸　機械及び装置 248,504 414,462
　車輌運搬具 18,821 16,176
　工具、器具及び備品 226,382 271,866
　土地 1,780,210 1,783,389
　建設仮勘定 6,346 20,188
　その他 1,433 1,193
無形固定資産 270,644 280,605
　のれん 167,319 193,060
　商標権 559 639
　ソフトウェア 83,021 67,161
　電話加入権 19,744 19,744
投資その他の資産 8,781,806 8,668,928

❹　投資有価証券 1,171,251 1,646,419
　関係会社株式 2,436,268 2,436,268
　出資金 ̶ 10
　関係会社出資金 1,319,374 1,319,374
　長期貸付金 10,000 ̶
❺　関係会社長期貸付金 1,398,527 745,810
　破産更生債権等 3,013 21,272
　長期前払費用 27,192 5,920
　前払年金費用 259,625 360,193
　差入保証金 448,572 448,055
　長期預金 800,000 800,000
　保険積立金 460,131 455,730
　繰延税金資産 449,538 443,779
　その他 176,324 172,365
　貸倒引当金 △178,013 △186,272
資産合計 24,117,138 24,980,732

（負債の部）
流動負債 4,534,018 4,674,810
　支払手形 568,882 741,010

❻　買掛金 2,100,230 1,470,379

　1年内返済予定の長期借入金 680,000 680,000

　未払金 631,874 1,138,410

　未払費用 392,069 425,116

　未払法人税等 13,009 5,303

　未払事業所税 24,375 24,534

　前受金 875 662

　預り金 97,368 102,960

　設備関係支払手形 11,082 10,054

　役員賞与引当金 13,862 9,517

　事業構造改善引当金 ̶ 66,591

　その他 387 268

固定負債 3,399,459 4,061,186
❼　長期借入金 3,040,000 3,720,000

　役員退職慰労引当金 232,319 213,659

　受入保証金 126,039 126,587
　その他 1,100 939

負債合計 7,933,477 8,735,997
（純資産の部）
株主資本 16,246,879 16,323,094
　資本金 1,978,690 1,978,690
　資本剰余金 2,675,000 2,698,747
　　資本準備金 1,840,956 1,840,956
　　その他資本剰余金 834,044 857,790
　利益剰余金 15,823,630 15,939,285
　　利益準備金 362,100 362,100
　　その他利益剰余金 15,461,530 15,577,185
　　　特別償却準備金 88 151

　　　別途積立金 15,100,000 16,600,000

　　　繰越利益剰余金 361,442 △1,022,966
　自己株式 △4,230,442 △4,293,628
評価・換算差額等 △133,269 △148,743
　その他有価証券評価差額金 △133,269 △148,743
新株予約権 70,050 70,384
純資産合計 16,183,660 16,244,735
負債純資産合計 24,117,138 24,980,732
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損益計算書（単位：千円）

科　　　　目
第62期

自  平成21年6月21日
至  平成22年6月20日

第61期
自  平成20年6月21日
至  平成21年6月20日

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

Point
❶▶商品及び製品
　　 主に新製品による増加であり

ます。

❷▶関係会社短期貸付金
　　 ㈱アスカ商会に対する長期貸

付金への貸換、キングジムマ
レーシアからの返済による減
少であります。

❸▶機械及び装置
　　 主に事業再編に伴う設備の除

売却による減少であります。

❹▶投資有価証券
　　 主に社債の長短振替・期限前

償還による減少であります。

❺▶関係会社長期貸付金
　　 ㈱アスカ商会に対する長期貸

付金への貸換による増加であ
ります。

❻▶買掛金
　　 主に電子文具新製品による増

加であります。

❼▶ 長期借入金
　　 返済による減少であります。

❽▶販売費及び一般管理費
　　 主に広告宣伝費の減少による

減少であります。

❾▶減価償却費
　　 遊休資産（旧つくば工場）に

かかるものであります。

10▶減損損失
　　 機械装置にかかるものであり

ます。

売上高 24,627,994 25,628,734
　売上原価 16,436,841 17,054,001
売上総利益 8,191,153 8,574,733

❽　販売費及び一般管理費 7,776,699 7,940,733
営業利益 414,453 633,999
営業外収益 248,545 214,581
　受取利息 51,801 60,864
　有価証券利息 3,643 6,810
　受取配当金 139,361 108,728
　受取賃貸料 18,455 25,486
　雑収入 35,284 12,691
営業外費用 191,479 206,775
　支払利息 63,814 52,869
　賃貸収入原価 11,240 15,146
　為替差損 62,028 91,054
　シンジケートローン手数料 ̶ 46,000
❾　減価償却費 30,477 ̶
　雑損失 23,919 1,705
経常利益 471,518 641,805
特別利益 5,318 109,598
　受取補償金 ̶ 12,599
　固定資産売却益 2,778 88,757
　保険解約益 ̶ 8,105
　事業構造改善引当金戻入額 2,205 ̶
　新株予約権戻入益 334 ̶
　その他 ̶ 135
特別損失 92,984 2,450,835
　固定資産売却損 5,348 637
　固定資産除却損 25,072 21,309
10　減損損失 46,737 34,541
　投資有価証券評価損 ̶ 113,406
　厚生年金基金脱退拠出金 ̶ 1,526,918
　事業再編損 15,826 754,022
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 383,852 △1,699,432
　法人税、住民税及び事業税 1,200 1,400
　法人税等還付税額 ̶ △18,490
　法人税等調整額 111,383 △603,411
当期純利益又は当期純損失（△） 271,268 △1,078,930
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株主資本等変動計算書（単位：千円）
第62期（自 平成21年6月21日　至 平成22年6月20日）

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

配当金推移

25

20

15

10

5

0

（円）
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2010.6

配当性向推移（連結）
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■記念配当
■普通配当
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20 20
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14

（注）第61期について
　　 当期純損失であるため、配当性向は算定しておりません。

株　　　主　　　資　　　本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計資本金

資本剰余金 利　益　剰　余　金

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金
特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成21年6月20日残高 1,978,690 1,840,956 857,790 362,100 151 16,600,000 △1,022,966 △4,293,628 16,323,094 △148,743 70,384 16,244,735

事業年度中の変動額
　剰余金の配当 △386,923 △386,923 △386,923

　特別償却準備金の取崩し △63 63

　別途積立金の取崩し △1,500,000 1,500,000

　当期純利益 271,268 271,268 271,268

　自己株式の取得 △451 △451 △451

　自己株式の処分 △23,746 63,637 39,890 39,890

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額（純額） 15,474 △334 15,140

事業年度中の変動額合計 － － △23,746 － △63 △1,500,000 1,384,408 63,186 △76,215 15,474 △334 △61,074

平成22年6月20日残高 1,978,690 1,840,956 834,044 362,100 88 15,100,000 361,442 △4,230,442 16,246,879 △133,269 70,050 16,183,660
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会社概要（平成22年6月20日現在）

商 号

創 業

設 立

資 本 金

本 社

営 業 所

工 場

物 流 拠 点

従 業 員 数

株式会社キングジム
KING JIM CO., LTD.

1927年4月

1948年8月

19億7,869万円

東京都千代田区東神田二丁目10番18号

東 京 支 店（東京都千代田区）
名 古 屋 支 店（愛知県名古屋市）
大 阪 支 店（大阪府大阪市）
福 岡 支 店（福岡県福岡市）
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）
広 島 営 業 所（広島県広島市）
他合計10ヵ所

松 戸 工 場（千葉県松戸市）

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）

連結1,715人、個別437人

役員体制（平成22年9月15日現在）

連結子会社

代表取締役社長
専 務 取 締 役
常 務 取 締 役
常 務 取 締 役
常 務 取 締 役
常 務 取 締 役
常 務 取 締 役
取 締 役
取 締 役
常 勤 監 査 役
監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員

宮 本 　 彰
吉 岡 隆 昭
宮 本 英 晴
橋 本 博 之
横 田 英 人
表 　 匡 聡
市 村 憲 治
西 尾 　 保
萩 田 直 道
清 水 和 人
印 南 一 路
田 中 　 誠 
遠 山 　 勉
谷 内 篤 博
伊 藤 和 敏
宮 川 眞 治
白 樫 義 春
高 堀 博 之

（管理本部長）

（物流本部長 兼情報システム部担当）

（製造本部長 兼海外事業推進部
 担当 兼環境推進室担当）

（開発本部長）

（経営企画部担当 兼国際部担当
 兼監査室担当 兼知的財産部担当）
（国内子会社担当 兼リテール事業推 
 進部担当 兼新規事業企画部担当）

（営業本部長 兼CS部担当）

（営業本部副本部長）

（株式会社アスカ商会専務取締役）

（総務部長）

（営業本部副本部長 兼営業統括部長）

（知的財産部長 兼経営企画部長）

本社ビル

※印は執行役員を兼務しております。

※

※

※

※

※

※

※

※

社名

株式会社キングビジネスサポート

株式会社Gクラッセ

株式会社ラドンナ

株式会社アスカ商会

P.T.KING JIM INDONESIA

KING JIM（MALAYSIA）SDN.BHD. 

KING JIM（VIETNAM）Co.,Ltd. 

錦宮（上海）貿易有限公司

事業内容

オフィスサービス

文具事務用品、時計の企画・販売

室内装飾雑貨の企画・販売

アーティフィシャル・フラワーの企画・販売

クリアーファイルを中心とした化成品ファイルの製造

キングファイル等用の金属製とじ具の製造

キングファイル等の製造

文具事務用品の販売

会社概要
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所有株数区分 優　待　内　容

IR NEWS

● 買収防衛策の更新について
　 当社は、第59回定時株主総会において株主の皆様にご承
認をいただきました「株式の大量取得行為に関する対応策
（買収防衛策）」の更新について、平成22年9月15日開催の
第62回定時株主総会にて、株主の皆様にご承認をいただ
きました。
　内容の詳細は、次のURLでご覧になれます。
　 http://www.kingjim.co.jp/resource/media/ir/
　100802stocks.pdf
● 株主の皆様の議決権の行使状況について
　 第62回定時株主総会の株主の皆様の議決権の行使状況は、
次のURLに掲載される「臨時報告書」においてご覧になれ
ます。
　http://www.kingjim.co.jp/ir/securities_report
　 （臨時報告書は株主総会終了後、約1週間程度で掲載されま
す。）

キングジムのコーポレートサイトの変更により、上記URLが
変更になることがございます。その場合はhttp://www.
kingjim.co.jp/irから検索していただくことができます。

株式の状況（平成22年6月20日現在）

株主優待制度

発行可能株式総数 普通株式 100,000,000株
発行済株式の総数 普通株式　32,459,692株
株主数 6,581名
大株主

株主名 当社への出資状況
持株数（千株）  持株比率（％）

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
在の株主名簿に記録された所有株式数100株（1単元）以上
保有の株主の皆様に、株主ご優待を実施しております。

（写真は、平成21年度の例です。）
スキットマン　通帳＆カード収納ケース

所有者別株主分布

所有者別株式分布

■ 金融機関
■ 証券会社
■ その他法人
■ 外国法人等
■ 個人その他
■ 自己名義

■ 金融機関
■ 証券会社
■ その他法人
■ 外国法人等
■ 個人その他
■ 自己名義

31名
19名
99名
24名

6,407名
1名

計6,581名

（    0.48％）
（    0.29％）
（    1.50％）
（    0.36％）
（  97.35％）
（    0.02％）

（100.00％）

5,849千株
156千株
7,718千株
80千株

13,868千株
4,786千株

 計32,459千株

（  18.02％）
（    0.48％）
（  23.78％）
（    0.25％）
（  42.72％）
（  14.75％）

（100.00％）

個人その他

個人その他

金融機関

その他法人

100株以上、1,000株未満 2,500円相当の当社またはグループ会社の
商品

1,000株以上 5,000円相当の当社またはグループ会社の
商品

■株主優待内容

株式の状況

（注） 当社は自己株式4,786千株を所有しておりますが、上記には含めておりま
せん。

東京中小企業投資育成株式会社 2,139 6.59
宮本　彰 1,461 4.50
株式会社三井住友銀行 1,376 4.24
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,011 3.11
宮本淑子 945 2.91
住友信託銀行株式会社 898 2.77
有限会社メイフェア・クリエイション 853 2.63
宮本惠美子 781 2.41
キングジム第二共栄持株会 702 2.16
宮本敦子 593 1.83
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www.kingjim.co.jp

毎年6月21日から翌年6月20日まで
毎年9月開催
定時株主総会　毎年  6月20日
期末配当金　毎年  6月20日
中間配当金　毎年12月20日
そのほか必要があるときは、あらか
じめ公告して定めた日
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
東京都中央区八重洲二丁目3番1号
住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒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
0120-176-417（フリーダイヤル）
http://www.sumitomotrust.co.jp/
STA/retail/service/daiko/index.html
当社のホームページに掲載いたします。
http://www.kingjim.co.jp
ただし、事故その他やむを得な
い事由により、当社のホームペ
ージに掲載することができない
場合は、日本経済新聞に掲載い
たします。

100株
東京証券取引所
7962

株主メモ

● 事 業 年 度
●  定時株主総会
● 基 準 日

　

● 株主名簿管理人および
　 特別口座の口座管理機関
● 株主名簿管理人
　 事務取扱場所
（郵便物送付先）

（電話照会先）
（インターネットホームページURL）

● 公 告 の方法

● 単 元 株式数
● 上場金融商品取引所
● 証 券 コード

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 本書は、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。

Cert no. SGS-COC-002499


