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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年11月21日～平成21年5月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期第2四半期 31,717 ― 1,142 ― 1,161 ― 619 ―
20年11月期第2四半期 33,507 △0.8 2,000 6.3 2,035 △17.0 1,150 8.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年11月期第2四半期 9.16 ―
20年11月期第2四半期 17.00 ―

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

21年11月期第2四半期 61,223 39,858 64.2 581.61
20年11月期 63,719 39,424 60.8 572.60

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  39,320百万円 20年11月期  38,717百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年11月期 ― 3.00
21年11月期 

（予想）
― 3.00 6.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年11月21日～平成21年11月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 59,000 △4.2 1,400 △42.1 1,500 △33.6 800 136.8 11.83

1



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年3月30日に公表いたしました連結業績予想は、平成21年6月23日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用方針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３．上記の予想数値は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる本資料発表日現在における仮
定を前提としております。実際の業績は、今後さまざまな要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第2四半期 72,600,000株 20年11月期  72,600,000株
② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  4,993,633株 20年11月期  4,982,596株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 67,610,002株 20年11月期第2四半期 67,646,110株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機による世界経済の減速や円高の影
響などから企業収益が悪化しており、民間設備投資の減少や雇用情勢の一層の悪化が見られたほか、個人
消費も低迷するなど先行き不透明な状況で推移いたしました。 
このような経営環境の中で、当社グループは、持ちやすく見た目が美しいダイヤプレスをほどこしたス

テンレスボトルやウレタン断熱構造で保冷力が高い大容量のジャグなどを投入し、人気の電気ケトルにコ
ンパクトサイズを追加したほか、３合炊きの圧力ＩＨ炊飯ジャーやホットプレートなども新製品を発売す
るなどラインアップ強化を図るとともに、既存製品の販売にも注力いたしました。 
製品区分別の概況は次のとおりであります。 
調理家電製品につきましては、炊飯ジャーでは、３合炊きのＩＨ炊飯ジャーは好調に推移したものの、

ＩＨ炊飯ジャー全体では前年実績を下回りました。また、電気ケトルは、新製品発売の効果もあり順調な
売れ行きとなりましたが、電気ポットは低調に推移しました。電気調理器具では、内食志向の高まりもあ
りホットプレートやグリルなべ、オーブントースターなどが売上を伸ばしました。海外におきましては、
北米市場においてホームベーカリーは販売数量を伸ばしたものの、炊飯ジャーや電気ポットは低調に推移
しました。台湾市場においては、ＩＨ炊飯ジャー、ＶＥ電気まほうびんが好調に推移するなど現地通貨ベ
ースでは売上を伸ばしましたが、前年同期に比べ円高で推移したことにより、円換算での売上は前年を下
回りました。その結果、調理家電製品の売上高は240億18百万円（前年同期比96.3％）となりました。 
リビング製品につきましては、学童向けステンレスボトルなどの売上は減少しましたが、保冷専用のス

テンレスクールボトルは好調な売れ行きとなり、保温弁当箱も市場の拡大もあり売上を伸ばすなど、ステ
ンレスマホービン全体としては前年並みに推移しました。ガラスマホービンは市場全体が低迷しており、
前年実績を下回りました。海外におきましては、台湾市場においてマグボトルが好調に推移しましたが、
経済危機が深刻化している北米市場において、業務用サーバーの販売が苦戦を強いられました。その結
果、リビング製品全体といたしましては、売上高は50億34百万円（前年同期比96.0％）となりました。 
生活家電製品につきましては、空気清浄機は昨年投入した加湿機能付きの新製品が売上に寄与したもの

の、空気清浄機全体では低調に推移しました。食器洗い乾燥機は、市場全体での出荷数量が大きく落ち込
んだことなどから販売が伸び悩み、加湿器や除湿乾燥機の売上も減少しました。その結果、生活家電製品
の売上高は22億49百万円（前年同期比81.0％）となりました。また、その他製品の売上高は４億14百万円
（前年同期比76.7％）となりました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は317億17百万円（前年同期比94.7％）となりまし

た。利益につきましては、円高による海外生産品の原価低減効果はあったものの、売上高の減少に加え、
国内市場の競争激化の影響を受け粗利益率が低下したことなどにより、営業利益は11億42百万円（前年同
期比57.1％）、経常利益は11億61百万円（前年同期比57.1％）、四半期純利益は６億19百万円（前年同期
比53.8％）となりました。 
  

（注）当連結会計年度より会計基準等を変更しているため、前年同期との比較につきましては、業績説明上の参考情

報として記載しております。 

  
  

当第２四半期連結会計期間の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が24億96百万円減少し、
負債が29億29百万円減少しました。また、純資産は４億33百万円増加いたしました。その結果、自己資本
比率は3.5ポイント増加し64.2％となりました。 
（資産） 
総資産の減少24億96百万円は、流動資産の減少21億90百万円及び固定資産の減少３億５百万円によるも

のであります。 
流動資産の減少21億90百万円の主なものは、現金及び預金の増加23億81百万円、受取手形及び売掛金の

減少５億82百万円、有価証券の減少６億75百万円、商品及び製品の減少27億80百万円、原材料及び貯蔵品
の減少１億92百万円であります。また、固定資産の減少３億５百万円の主なものは、リース資産(純額)の
増加１億86百万円、投資その他の資産のその他の減少５億15百万円であります。 
（負債） 
負債の減少29億29百万円は、流動負債の増加８億65百万円及び固定負債の減少37億95百万円によるもの

であります。 
流動負債の増加８億65百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少24億53百万円、短期借入金の増

加１億78百万円、１年内償還予定の社債の増加40億円、未払費用の減少10億14百万円であります。また、
固定負債の減少37億95百万円の主なものは、社債の減少40億円、退職給付引当金の増加４億８百万円であ
ります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。)は、12億44百万円

増加し、127億65百万円となりました。 
営業活動の結果得られた資金は、19億28百万円となりました。これは主に仕入債務の減少23億６百万円

により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益11億25百万円及びたな卸資産の減少27億79百万
円により資金が増加したことによるものであります。 
投資活動の結果使用した資金は、４億25百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支

出３億49百万円により資金が減少したものであります。 
財務活動の結果使用した資金は、２億38百万円となりました。これは主に短期借入金の増加１億90百万

円により資金が増加したものの、配当金の支払い２億２百万円及び少数株主への配当金の支払い２億８百
万円により資金が減少したものであります。 
  

  

平成21年11月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年３月30日に公表いたしました業績予想か
ら、平成21年６月23日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり修正を行っておりま
す。売上高は前回発表予想のとおりとしておりますが、利益につきましては、第２四半期連結累計期間の
状況をふまえ、また、新製品の投入や経費削減などによる収益性の向上を見込み、営業利益、経常利益、
当期純利益につきまして前回発表予想の修正を行っております。  
 なお、今回の業績予想で前提としております為替レートは、１ドル＝100円であります。  
通期連結業績予想は、次の通りであります。 
  

 
  

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因
にかかる本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後の経済情勢、為替
レートの変動などのさまざまな要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
  
  

  

該当事項はありません。 
  

  

当社及び国内連結子会社は、定率法を採用している資産に関しては、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。 
  

当社及び連結子会社は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環
境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使
用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
 一部の連結子会社は、税金費用の算定について、税金等調整前四半期純利益に、前連結会計年度の損
益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて算定しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

＜通期連結業績予想＞ （百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ） 59,000 1,100 1,200 600 

今回予想（Ｂ） 59,000 1,400 1,500 800

増減額（Ｂ－Ａ） ― 300 300 200

増減率（％） ― 27.3 25.0 33.3

（ご参考）前期実績 
（平成20年11月期）

61,599 2,419 2,260 337

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
①固定資産の減価償却費の算定方法

②法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規定等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣
府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用して
おります。 
  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社及び国内連結子会社は、主として総平
均法に基づく原価法によっておりましたが、当連結会計年度の第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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 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。また、従来、営業外費用に計上しておりました「たな卸資
産廃棄損」を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しております。 
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営業利益が１億22百万円

減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が73百万円それぞれ減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「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営業利益が４百万円増加

し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が11百万円それぞれ増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、当社及び国内連結子会社は、賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準
第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協
会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から早
期に適用し、通常の売買処理に係る会計処理に変更しております。また、所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。 
この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 
  

  

重要な減価償却資産の減価償却方法の変更 
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日

法律第23号）を契機に、耐用年数の見直しを行いました。これにより、機械装置及び運搬具の一部の資
産については耐用年数を短縮して減価償却費を算出する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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益は21百万円それぞれ減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

(3) 四半期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
①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

③「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

④「リース取引に関する会計基準」の適用

（追加情報）
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月20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11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,887 9,506

受取手形及び売掛金 11,054 11,637

有価証券 2,027 2,703

商品及び製品 9,535 12,316

仕掛品 72 122

原材料及び貯蔵品 1,000 1,193

繰延税金資産 689 788

その他 975 1,165

貸倒引当金 △28 △26

流動資産合計 37,215 39,406

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,888 15,887

減価償却累計額 △11,451 △11,362

建物及び構築物（純額） 4,437 4,524

機械装置及び運搬具 3,117 3,077

減価償却累計額 △2,484 △2,382

機械装置及び運搬具（純額） 633 695

工具、器具及び備品 3,099 3,022

減価償却累計額 △2,595 △2,508

工具、器具及び備品（純額） 504 513

土地 8,850 8,872

リース資産 203 －

減価償却累計額 △16 －

リース資産（純額） 186 －

建設仮勘定 197 46

有形固定資産合計 14,810 14,652

無形固定資産   

のれん 148 175

その他 494 520

無形固定資産合計 642 696

投資その他の資産   

投資有価証券 5,000 4,884

繰延税金資産 2,169 2,186

その他 1,453 1,968

貸倒引当金 △67 △74

投資その他の資産合計 8,554 8,964

固定資産合計 24,007 24,312

資産合計 61,223 63,719
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月20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11月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,302 5,755

短期借入金 1,168 989

1年内償還予定の社債 4,000 －

未払費用 2,915 3,929

未払法人税等 521 382

賞与引当金 779 808

リコール損失引当金 144 262

その他 895 732

流動負債合計 13,726 12,861

固定負債   

社債 － 4,000

長期借入金 100 100

退職給付引当金 6,496 6,087

負ののれん 32 38

その他 1,009 1,207

固定負債合計 7,638 11,433

負債合計 21,365 24,294

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,022 4,022

資本剰余金 4,163 4,164

利益剰余金 32,093 31,675

自己株式 △949 △948

株主資本合計 39,330 38,913

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,071 826

繰延ヘッジ損益 △224 △364

為替換算調整勘定 △856 △657

評価・換算差額等合計 △9 △196

少数株主持分 537 706

純資産合計 39,858 39,424

負債純資産合計 61,223 63,719
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年５月20日) 

売上高 31,717

売上原価 22,364

売上総利益 9,353

販売費及び一般管理費 8,210

営業利益 1,142

営業外収益  

受取利息 35

受取配当金 20

負ののれん償却額 6

持分法による投資利益 56

受取賃貸料 121

その他 103

営業外収益合計 344

営業外費用  

支払利息 30

売上割引 178

為替差損 53

その他 62

営業外費用合計 325

経常利益 1,161

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 7

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産売却損 15

固定資産除却損 7

投資有価証券評価損 21

ゴルフ会員権評価損 0

貸倒引当金繰入額 0

特別損失合計 44

税金等調整前四半期純利益 1,125

法人税、住民税及び事業税 549

法人税等調整額 △84

法人税等合計 464

少数株主利益 41

四半期純利益 619
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年５月20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利益 1,125

減価償却費 539

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 415

リコール損失引当金の増減額（△は減少） △118

受取利息及び受取配当金 △56

支払利息 30

持分法による投資損益（△は益） △56

投資有価証券評価損益（△は益） 21

固定資産売却損益（△は益） 14

固定資産除却損 7

売上債権の増減額（△は増加） 492

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,779

仕入債務の増減額（△は減少） △2,306

未払費用の増減額（△は減少） △984

その他 255

小計 2,130

利息及び配当金の受取額 217

利息の支払額 △33

法人税等の支払額 △386

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,928

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 437

投資有価証券の取得による支出 △10

有形固定資産の取得による支出 △349

有形固定資産の売却による収入 14

無形固定資産の取得による支出 △67

その他 △451

投資活動によるキャッシュ・フロー △425

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） 190

自己株式の取得による支出 △3

自己株式の売却による収入 1

配当金の支払額 △202

少数株主への配当金の支払額 △208

その他 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △238

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,244

現金及び現金同等物の期首残高 11,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,765
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月21日 至 平成21年５月20日） 
当社及び連結子会社の取扱い製品をその製造方法、市場、販売方法等の類似性にて判別したところ、

全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占める同一事業種類の割合がいずれも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。  
  

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月21日 至 平成21年５月20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)アジア……中国、台湾 

 (2)北米………米国 

３ 会計基準等の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

 「四半期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」４．（３）に記載のとお

り、当第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」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。  

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は日本が１億22百万円減少しております。

 （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）  

 「四半期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」４．（３）に記載のとお

り、当第１四半期連結会計期間より「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18号）を適用しております。  

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益はアジアが４百万円増加しております。  

 （重要な減価償却資産の減価償却方法の変更）  

 「追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より当社及び国内連結子会社は、法人税法の改

正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）を契機に、耐用年数の見直しを行

っております。  

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は日本が21百万円減少しております。  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

26,711 3,127 1,878 31,717 ― 31,717

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,842 2,847 0 5,690 (5,690) ―

計 29,554 5,975 1,878 37,408 (5,690) 31,717

営業利益 397 409 123 930 212 1,142
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【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月21日 至 平成21年５月20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)アジア……台湾、中国、韓国 

(2)北 米……米国、カナダ 

(3)欧 州……ベルギー、スウェーデン、フィンランド 

 (4)中近東……アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビア 

 (5)その他……エジプト、ブラジル、パラグアイ 

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。 

  

当第２四半期連結累計期間における生産実績は次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は製造原価により表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

当社グループは、原則として見込生産であります。 
  

当第２四半期連結累計期間における販売実績は次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

アジア 北 米 欧 州 中近東 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,400 1,857 73 180 38 5,549

Ⅱ 連結売上高(百万円) 31,717

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.7 5.9 0.2 0.6 0.1 17.5

(6) 生産、受注及び販売の状況

①生産実績

製品区分 生産高(百万円)

調理家電製品 14,641

リビング製品 3,795

生活家電製品 1,600

その他製品 180

合計 20,218

②受注実績

③販売実績

製品区分 販売高(百万円)

調理家電製品 24,018

リビング製品 5,034

生活家電製品 2,249

その他製品 414

合計 31,717

(7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表 

(1) (要約)中間連結損益計算書 

  

「参考」

前中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 33,507

Ⅱ 売上原価 23,179

   売上総利益 10,327

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,326

   営業利益 2,000

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 89

 ２ 仕入割引 29

 ３ 受取賃貸料 152

 ４ 持分法による投資利益 53

 ５ その他の営業外収益 104 430

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 28

 ２ 売上割引 190

 ３ 為替差損 62

 ４ その他の営業外費用 115 396

   経常利益 2,035

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 157 157

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 11

 ２ 貸倒引当金繰入額 41 52

   税金等調整前中間純利益 2,140

   法人税、住民税及び 
   事業税

908

   法人税等調整額 △150

   少数株主利益 233

   中間純利益 1,150
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(2) (要約)四半期連結キャッシュフロー計算書 

  

前中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 2,140

   減価償却費 505

   貸倒引当金の増加額 58

   賞与引当金の増加額 20

   退職給付引当金の増加額 203

   受取利息及び受取配当金 △89

   支払利息 28

   持分法による投資利益 △53

   固定資産売却損益 △157

   固定資産除却損 11

   売上債権の減少額 410

   たな卸資産の減少額 1,704

   仕入債務の減少（△）額 △1,314

   その他の営業活動によるキャッシュ・フロー 546

    小計 4,016

   利息及び配当金の受取額 182

   利息の支払額 △28

   法人税等の支払額 △319

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,850

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 △109

   有価証券の取得による支出 △303

   有価証券の売却・償還による収入 101

   有形固定資産の取得による支出 △506

   有形固定資産の売却による収入 291

   無形固定資産の取得による支出 △40

   投資有価証券の取得による支出 △126

   投資有価証券の売却・償還による収入 0

   貸付けによる支出 △42

   貸付金回収による収入 12

   その他の投資活動によるキャッシュ・フロー △100

   投資活動によるキャッシュ・フロー △823

Ⅲ 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 202

   長期借入れによる収入 100

   長期借入金の返済による支出 △200

   自己株式の取得による支出 △2

   自己株式の売却による収入 0

   配当金の支払額 △169

   少数株主への配当金支払額 △305

   財務活動によるキャッシュ・フロー △373

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △238

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 2,415

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 11,665

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 14,081

13

象印マホービン㈱（7965）平成21年11月期　第２四半期決算短信



(3)セグメント情報 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日） 

 
  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日） 

 
  

  

  

  

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

27,845 3,444 2,216 33,507 ― 33,507

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,456 3,183 1 6,641 (6,641) ―

計 31,302 6,627 2,217 40,148 (6,641) 33,507

営業利益 915 608 204 1,728 272 2,000

アジア 北 米 欧 州 中近東 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,825 2,178 132 109 53 6,299

Ⅱ 連結売上高(百万円) 33,507

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.4 6.5 0.4 0.3 0.2 18.8
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