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1.  21年11月期の連結業績（平成20年11月21日～平成21年11月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年11月期 58,071 △5.7 1,248 △48.4 1,069 △52.7 582 72.5
20年11月期 61,599 △1.6 2,419 20.8 2,260 △5.7 337 △68.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年11月期 8.62 ― 1.5 1.7 2.2
20年11月期 4.99 ― 0.8 3.5 3.9
（参考） 持分法投資損益 21年11月期  155百万円 20年11月期  135百万円

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 63,710 39,099 60.5 569.99
20年11月期 63,719 39,424 60.8 572.60
（参考） 自己資本   21年11月期  38,533百万円 20年11月期  38,717百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年11月期 2,787 △692 △634 12,864
20年11月期 2,235 △1,546 △597 11,520

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年11月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 405 120.1 1.0
21年11月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 405 69.6 1.1
22年11月期 

（予想） ― 3.00 ― 3.00 6.00 58.0

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年11月21日～平成22年11月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

31,600 △0.4 950 △16.9 950 △18.2 550 △11.2 8.14

通期 58,500 0.7 1,200 △3.9 1,300 21.5 700 20.1 10.35
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期 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  4,996,002株 20年11月期  4,982,596株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年11月21日～平成21年11月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年11月期 55,179 △5.2 99 △88.1 328 △69.8 299 ―
20年11月期 58,210 △1.1 838 554.0 1,086 41.6 △76 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年11月期 4.43 ―
20年11月期 △1.13 ―

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 59,089 34,684 58.7 513.05
20年11月期 58,411 34,719 59.4 513.47
（参考） 自己資本 21年11月期  34,684百万円 20年11月期  34,719百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予
想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」を参照してください。 
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当連結会計年度における我が国経済は、景気に一部持ち直しの動きが見られたものの、世界的な金

融危機の影響による企業収益の悪化や民間設備投資の減少に加え、深刻な雇用情勢や急激な円高など

依然として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、当社グループは、市場情報の迅速な収集及び分析を行うとともに、タイ

ムリーな商品供給を行い販売機会のロスを低減させるなど、販売拡大のための取り組みを行ってまい

りました。また、本格、高品質なブランドイメージの醸成を図るため、新しくイメージキャラクター

を採用し広告展開を行いました。新製品では、ごはんの甘みを引き出すプラチナ真空内釜を採用した

真空内釜圧力ＩＨ炊飯ジャー、手軽に豆腐やヨーグルトなどの健康メニューが味わえるおかゆメーカ

ーなどを投入しました。さらに、発売以来ご好評いただいております電気ケトルにコンパクトな0.8

リットルタイプを追加し、ステンレスマグボトルでも片手で飲めるワンタッチオープンタイプやハン

ドバッグにもすっぽり入る小容量タイプを追加するなど、ラインアップの拡充を図りました。海外に

おきましても、中国での販売拡大に努めたほか、ステンレスボトルの携帯による環境への貢献などを

提案する取り組みとして平成18年から国内で展開中の「マイボトルキャンペーン」を台湾でも実施す

るなど、アジアを中心として海外販売の強化に努めました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、国内市場における売上高減少の影響や円高による海外子会

社の円換算での売上高の目減りもあり、580億71百万円と前連結会計年度比94.3％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等はあったものの、売上高の減少や国内販

売競争激化の影響などから売上総利益が減少したこともあり、営業利益は12億48百万円と前連結会計

年度比51.6％となりました。経常利益は、急速な円高の進行により期末日の為替レートが円高になっ

たことにより為替先物予約及び外貨建債権の評価損が発生し、10億69百万円と前連結会計年度比

47.3％となりました。当期純利益は、前連結会計年度に計上したリコールに関する特別損失がなくな

ったこともあり、５億82百万円と前連結会計年度比172.5％となりました。 

  

製品別の業績は次のとおりであります。 

  

調理家電製品 

炊飯ジャーでは、３合炊きのＩＨ炊飯ジャーは堅調に推移したものの、国内市場全体の出荷数量が

伸び悩んだ影響に加え、高価格帯の商品を中心に厳しい販売状況となったこともあり、全体としては

前年実績を下回りました。電気ケトルは市場が年々拡大傾向にある中、ラインアップを拡充し売上を

伸ばしましたが、電気ポットは国内市場の低迷が続いており低調に推移いたしました。電気調理器具

では、内食志向の高まりや新製品投入の効果もありホットプレートやグリルなべが好調に推移し、オ

ーブントースターも出荷数量が大幅に増加するなど全般的に売上を伸ばしました。 

海外におきましては、北米市場では炊飯ジャー、電気ポットは前年実績を下回りましたが、ホーム

ベーカリーやコーヒーメーカーはインターネット販売を中心に好調に推移しました。また、台湾市場

においては、圧力ＩＨ炊飯ジャーの新製品が売上に寄与し、ＶＥ電気まほうびんも好調に推移するな

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、売上高は434億28百万円と前連結会計年度比95.2％となりまし

た。 

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績
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リビング製品 

ステンレスボトルでは、コップ付のステンレスボトルは低調に推移しましたが、直飲みタイプのマ

グボトルは８月に投入したコンパクトな小容量タイプの新製品が好調で売上を伸ばしました。また、

保温弁当箱が市場の拡大もあり堅調に推移し、ステンレスマホービン全体としてはほぼ前年並みの売

上となりました。ガラスマホービンは国内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、「マイボトルキャンペーン」を展開した台湾をはじめ、アジア市場全般でマグボトル

が好調に推移しました。しかしながら、景気後退の影響が大きかった北米市場においては、業務用コ

ーヒーサーバーの販売数量が落ち込むなど苦戦を強いられました。その結果、売上高は96億12百万円

と前連結会計年度比94.0％となりました。 

  

生活家電製品 

空気清浄機では、新型インフルエンザの影響などによる市場の拡大により加湿機能を搭載した商品

が好調に推移し、空気清浄機全体でも売上を伸ばしました。加湿器は、９月に新製品を発売しライン

アップを一新した効果もあり堅調に推移しました。しかしながら、除湿乾燥機、食器洗い乾燥機は市

場全体の出荷数量が大きく落ちこんでいる影響もあり売上が減少いたしました。その結果、売上高は

43億45百万円と前連結会計年度比90.6％となりました。 

  

その他製品 

みまもりほっとラインサービスは契約者数が増加いたしましたが、産業機器製品は商品ラインアッ

プ見直しを実施したこともあり売上が減少し、売上高は６億84百万円と前連結会計年度比72.3％とな

りました。 

  

今後におきましては、世界的な経済不況が長引く中、急激な円高やデフレによる企業収益の悪化、

それに伴う雇用及び所得環境の悪化や個人消費の低迷も懸念されるなど厳しい経営環境が予想されま

す。 

 これらを踏まえ、当社グループでは、経営５ヵ年計画『Zojirushi Progress Plan』に基づく戦略

課題に取り組み、象印ブランドの進展と企業価値の向上を目指してまいります。まず、市場ニーズの

変化に対する柔軟な対応、商品力や開発スピードの向上を図るため、商品企画から商品開発、品質保

証、調達に至るまでの機能を集約し、商品ごとに一貫して管轄できる組織体制を構築します。また、

お客様からのご意見を的確かつ迅速に商品開発へ反映させる体制を整えるとともに、品質の向上を図

ります。販売におきましても、国内市場はもとより、アジアをはじめとする海外市場における営業体

制の強化に努めます。さらに、国内外の物流システムを見直しグループ在庫の効率化を図るほか、あ

らゆる業務の抜本的な見直しと効率化により不要なコストを排除し収益の向上を目指すなど、グルー

プ一丸となって業績の向上に努力してまいります。 

  

②次期の見通し
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現時点における平成２２年１１月期の業績予想は、次のとおりであります。 

 
 （注）上記の業績予想で前提としております為替レートは1ドル=95円です。 

  

当連結会計年度末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が９百万円減少し、負債が３

億15百万円増加しました。また、純資産は３億24百万円減少いたしました。その結果、自己資本比率

は0.3ポイント減少し60.5％となりました。 

（資産） 

総資産の減少９百万円は、流動資産の減少20百万円及び固定資産の増加11百万円によるものであり

ます。 

流動資産の減少20百万円の主なものは、現金及び預金の増加25億12百万円、受取手形及び売掛金の

減少５億22百万円、有価証券の減少６億93百万円、商品及び製品の減少11億72百万円であります。ま

た、固定資産の増加11百万円の主なものは、リース資産（純額）の増加５億33百万円、投資その他の

資産のその他の減少５億22百万円であります。 

（負債） 

負債の増加３億15百万円は、流動負債の増加34億６百万円及び固定負債の減少30億91百万円による

ものであります。 

流動負債の増加34億６百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少６億89百万円、１年内償還

予定の社債の増加40億円、未払費用の減少２億96百万円、リコール損失引当金の減少２億62百万円で

あります。また、固定負債の減少30億91百万円の主なものは、社債の減少40億円、長期リース債務の

増加３億42百万円、退職給付引当金の増加８億19百万円であります。 

  

連結業績見通し

金額 前期比

売上高 585.0億円 0.4％増

営業利益 12.0億円 3.9％減

経常利益 13.0億円 21.5％増

当期純利益 7.0億円 20.1％増

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析
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当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ

13億44百万円増加し、128億64百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ５億51百万円増加し、27億87百万円となり

ました。これは主に税金等調整前当期純利益11億17百万円、減価償却費11億92百万円、たな卸資産の

減少8億14百万円により資金が増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ８億53百万円減少し、６億92百万円となり

ました。これは主に有形固定資産の取得６億41百万円により資金が減少したことによるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ37百万円増加し、６億34百万円となりまし

た。これは主に配当金の支払い４億５百万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

金が減少したことによるものであります。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 
 (注)各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 
  自己資本比率：自己資本／総資産 
  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  

  

当社グループは、株主に対する利益還元を重要政策の一つであると考えており、企業基盤の強化なら

びに将来の事業展開のための内部留保や収益見通しなどを総合的に勘案し、安定的な成果の配分を行う

ことを基本方針としております。内部留保金につきましては、経営体質の一層の充実ならびに将来の事

業展開に役立てる所存でございます。 

この基本方針を踏まえ、当期の期末配当につきましては1株につき3円を予定しており、中間配当（1

株あたり3円）とあわせまして、年間配当は1株につき6円を予定しております。 

また、次期の配当につきましても、上記基本方針に基づき1株につき年間6円（中間配当3円、期末配

当3円）を予定しております。 

  

②キャッシュ・フローの状況に関する分析

平成19年11月期 平成20年11月期 平成21年11月期

自己資本比率（％） 63.5 60.8 60.5

時価ベースの自己資本比率（％） 45.5 18.7 17.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年） 6.0 2.3 1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 12.5 40.5 42.8

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 当社グループは、当社、子会社１１社及び関連会社３社により構成され、その事業は調理家電製品・リビ

ング製品・生活家電製品・その他製品の製造、販売ならびにこれに関連する事業等を行っており、各会社の

位置づけは次のとおりであります。 

 製造部門 

 （調理家電製品）国内においては、象印ファクトリー・ジャパン株式会社、海外においては、新象 

         製造廠有限公司があります。 

 （リビング製品）国内においては、象印ファクトリー・ジャパン株式会社、和新ガラス株式会社、 

         海外においては、関連会社であるUNION ZOJIRUSHI CO.,LTD.があります。 

 （生活家電製品）象印ファクトリー・ジャパン株式会社があります。 

 （その他製品） 象印ファクトリー・ジャパン株式会社があります。 

 販売部門 

  国内においては、当社及び象印フレスコ株式会社、沖縄象印販売株式会社、象印特販株式会社、 

 海外においては、ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION、香港象印有限公司、上海象印家用電器有限公 

 司、台象股份有限公司、そして関連会社であるUNION ZOJIRUSHI CO.,LTD.、N&I ASIA PTE LTDがあ 

 ります。 

物流部門 

  象印ユーサービス株式会社、そして関連会社である旭菱倉庫株式会社があります。 
  

事業の系統図は次のとおりであります。 
 

（注）＊は持分法適用会社であります。 

  
なお、 近の有価証券報告書（平成21年2月20日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がな

いため、「関係会社の状況」の開示を省略しております。 

  

２ 企業集団の状況
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当社グループでは、企業理念を創業以来、経営の根底にある不変的な価値観を表した「暮らしを創

る」と定め、経営方針として「コーポレートブランドの向上 ～世界で信頼されるブランドに～」と設

定いたしました。企業の継続的成長と収益性を追求するとともに企業としての社会的責任を果たすた

め、商品の品質向上はもとより、サービスから従業員の態度までを含めたあらゆる企業活動をブランド

の向上を目指すという指針で遂行してまいります。 

当社グループは、重要な経営指標として連結売上高営業利益率を安定的に５％以上確保することを掲

げ、企業体質強化に取り組んでおります。 

当社は平成１５年１１月期より「象印イノベーションプラン（ＺＩＰ）」「象印イノベーションプラ

ン パート２（ＺＩＰⅡ）」を策定し、構造改革や業務改革を通して経営基盤の強化に努めてまいりま

した。 

今後この基盤の上で着実に成長していくことを目指し、平成１８年１１月２１日より、５ヵ年計画の

「Zojirushi Progress Plan」を策定いたしました。変化の激しい社会及び市場におきまして、当社の

存在意義と企業価値を高めるとともに、コーポレートブランドを向上し、社員一人ひとりが新しい企業

文化を構築することに取り組んでまいります。 

◆Zojirushi Progress Plan 

＜期間＞ 

平成１８年１１月２１日～平成２３年１１月２０日（５ヵ年） 

＜ビジョン＞ 

前経営計画「ＺＩＰ」「ＺＩＰⅡ」で得られた成果を基盤として今後着実に成長していくことを目指し、

より具体的な課題に取り組みます。要点は以下の通りです。 

●「家庭日用品」を当社の事業領域と設定し、広く国内外に象印ブランドを進展させる。 

●あらゆる発想、業務を「お客様」「マーケット」を重視した観点から行うことが出来るよう、新しい企

業文化を構築する。 

●競争に勝ち残る「柔軟性」と「迅速性」を有した組織体制を構築する。 

●企業の社会的責任を果たすため、リスク管理とコンプライアンスを徹底する。 

  

これらの目標を達成するために戦略課題として下記１２項目を設定しております。 

①マーケットニーズに革新的に対応し続ける組織の構築 

マーケティング力を強化し、市場の変化に迅速に対応できる組織体制を構築します。 

②物流、商流体制の改革 

商品のタイムリーな供給を目指し、調達部門、物流部門の見直しを行います。また、海外生産量の増加

に対応した効率的な物流、商流体制を構築します。 

③商品アイテムの増加に対応する開発体制の刷新 

商品アイテムの増加を図るため、より効率的な開発体制の実現に向け、業務の仕組みを見直します。 

④生産体制の拡充と再編 

商品アイテムの増加に対応できる生産体制を早期に構築します。 

３. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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⑤国内営業部門の意識改革と体制改革 

営業部門において、商品毎の販売計画数達成の意識付けを徹底します。また、売上、粗利の向上につな

がる営業施策に対し経営資源を投入します。 

⑥海外営業体制の改革 

地域ごとのニーズを正確に把握し、それに応じた営業体制を構築します。 

⑦産業用分野の進展 

当社のコア技術である「真空断熱技術」を活かせる分野にターゲットを絞り、産業用分野への進展を図

ります。 

⑧商品別採算制の採用 

商品別の採算を把握する管理会計の精度を高め、迅速な意思決定に活用することを目指します。 

⑨品質の強化 

「ＺＩＰ」から継続する品質向上のプロジェクトを充実させるとともに、お客様の視点から品質基準の

見直しを行います。 

⑩アフター体制の充実 

お客様が要望するアフターサービスは何かを分析し、それに応じた体制を構築します。 

⑪人材育成計画 

社員が多面的な能力を高めることを目指し、一人ひとりに対応した人材開発プランを策定、運用してい

きます。 

⑫企業体質の改善による収益性の向上 

あらゆる業務を「お客様志向」「業績向上」の観点から見直しを行い、業務上のロスの低減を目指しま

す。 
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４.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月20日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 9,506 12,019 

受取手形及び売掛金 11,637 11,115 

有価証券 2,703 2,010 

たな卸資産 13,631 － 

商品及び製品 － 11,143 

仕掛品 － 119 

原材料及び貯蔵品 － 1,034 

繰延税金資産 788 689 

その他 1,165 1,278 

貸倒引当金 △26 △25 

流動資産合計 39,406 39,386 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 15,887 16,151 

減価償却累計額 △11,362 △11,628 

建物及び構築物（純額） 4,524 4,523 

機械装置及び運搬具 3,077 3,084 

減価償却累計額 △2,382 △2,541 

機械装置及び運搬具（純額） 695 542 

工具、器具及び備品 3,022 3,118 

減価償却累計額 △2,508 △2,647 

工具、器具及び備品（純額） 513 470 

土地 8,872 8,849 

リース資産 － 633 

減価償却累計額 － △100 

リース資産（純額） － 533 

建設仮勘定 46 106 

有形固定資産合計 14,652 15,027 

無形固定資産 

のれん 175 129 

ソフトウエア 467 401 

その他 52 69 

無形固定資産合計 696 600 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,884 4,958 

長期貸付金 50 39 

繰延税金資産 2,186 2,368 

その他 1,917 1,397 

貸倒引当金 △74 △67 

投資その他の資産合計 8,964 8,696 

固定資産合計 24,312 24,324 

資産合計 63,719 63,710 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月20日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 5,755 5,065 

短期借入金 989 1,047 

1年内償還予定の社債 － 4,000 

1年内返済予定の長期借入金 － 100 

未払費用 3,929 3,633 

未払法人税等 382 312 

賞与引当金 808 702 

リコール損失引当金 262 － 

その他 732 1,407 

流動負債合計 12,861 16,268 

固定負債 

社債 4,000 － 

長期借入金 100 － 

繰延税金負債 9 7 

退職給付引当金 6,087 6,907 

負ののれん 38 25 

その他 1,197 1,401 

固定負債合計 11,433 8,342 

負債合計 24,294 24,610 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,022 4,022 

資本剰余金 4,164 4,163 

利益剰余金 31,675 31,854 

自己株式 △948 △950 

株主資本合計 38,913 39,090 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 826 910 

繰延ヘッジ損益 △364 △370 

為替換算調整勘定 △657 △1,097 

評価・換算差額等合計 △196 △557 

少数株主持分 706 566 

純資産合計 39,424 39,099 

負債純資産合計 63,719 63,710 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

売上高 61,599 58,071 

売上原価 42,796 40,626 

売上総利益 18,802 17,444 

販売費及び一般管理費 16,383 16,195 

営業利益 2,419 1,248 

営業外収益 

受取利息 126 55 

受取配当金 77 74 

仕入割引 58 36 

負ののれん償却額 － 12 

持分法による投資利益 135 155 

受取ロイヤリティー 5 7 

受取賃貸料 308 242 

その他 183 137 

営業外収益合計 895 721 

営業外費用 

支払利息 55 62 

売上割引 335 315 

為替差損 414 383 

たな卸資産廃棄損 79 － 

その他 169 139 

営業外費用合計 1,054 900 

経常利益 2,260 1,069 

特別利益 

固定資産売却益 157 0 

投資有価証券売却益 － 22 

貸倒引当金戻入額 － 13 

リコール損失引当金戻入額 － 87 

特別利益合計 157 123 

特別損失 

固定資産売却損 2 15 

固定資産除却損 31 25 

投資有価証券評価損 273 34 

ゴルフ会員権評価損 0 0 

特別退職金 4 － 

貸倒引当金繰入額 44 0 

リコール損失 837 － 

リコール損失引当金繰入額 262 － 

特別損失合計 1,457 75 

税金等調整前当期純利益 960 1,117 

法人税、住民税及び事業税 639 571 

法人税等調整額 △348 △149 

法人税等合計 291 422 

少数株主利益 330 111 

当期純利益 337 582 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 4,022 4,022 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,022 4,022 

資本剰余金 

前期末残高 4,165 4,164 

当期変動額 

自己株式の処分 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 4,164 4,163 

利益剰余金 

前期末残高 31,709 31,675 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 1 

当期変動額 

剰余金の配当 △372 △405 

当期純利益 337 582 

当期変動額合計 △34 177 

当期末残高 31,675 31,854 

自己株式 

前期末残高 △942 △948 

当期変動額 

自己株式の取得 △10 △3 

自己株式の処分 4 2 

当期変動額合計 △5 △1 

当期末残高 △948 △950 

株主資本合計 

前期末残高 38,955 38,913 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 1 

当期変動額 

剰余金の配当 △372 △405 

当期純利益 337 582 

自己株式の取得 △10 △3 

自己株式の処分 3 1 

当期変動額合計 △41 174 

当期末残高 38,913 39,090 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,915 826 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,089 84 

当期変動額合計 △1,089 84 

当期末残高 826 910 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 30 △364 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△395 △5 

当期変動額合計 △395 △5 

当期末残高 △364 △370 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △24 △657 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△633 △439 

当期変動額合計 △633 △439 

当期末残高 △657 △1,097 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,921 △196 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,117 △360 

当期変動額合計 △2,117 △360 

当期末残高 △196 △557 

少数株主持分 

前期末残高 1,127 706 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △421 △140 

当期変動額合計 △421 △140 

当期末残高 706 566 

純資産合計 

前期末残高 42,004 39,424 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 1 

当期変動額 

剰余金の配当 △372 △405 

当期純利益 337 582 

自己株式の取得 △10 △3 

自己株式の処分 3 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,538 △501 

当期変動額合計 △2,580 △326 

当期末残高 39,424 39,099 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 960 1,117 

減価償却費 1,081 1,192 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53 △6 

賞与引当金の増減額（△は減少） 123 △99 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 372 827 

リコール損失引当金の増減額（△は減少） 262 △262 

受取利息及び受取配当金 △204 △129 

支払利息 55 62 

持分法による投資損益（△は益） △135 △155 

投資有価証券評価損益（△は益） 273 34 

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △22 

固定資産売却損益（△は益） △154 14 

固定資産除却損 31 25 

売上債権の増減額（△は増加） 376 324 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,251 814 

仕入債務の増減額（△は減少） 293 △429 

未払費用の増減額（△は減少） 451 △236 

その他 968 119 

小計 2,557 3,191 

利息及び配当金の受取額 302 291 

利息の支払額 △55 △65 

法人税等の支払額 △569 △630 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,235 2,787 

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 △393 △838 

定期預金の払戻による収入 169 1,235 

有価証券の取得による支出 △303 － 

有価証券の売却及び償還による収入 403 － 

有形固定資産の取得による支出 △943 △641 

有形固定資産の売却による収入 300 14 

無形固定資産の取得による支出 △157 △133 

投資有価証券の取得による支出 △138 △23 

投資有価証券の売却及び償還による収入 300 42 

子会社株式の取得による支出 △473 － 

長期貸付けによる支出 △42 △1 

長期貸付金の回収による収入 34 11 

その他 △303 △359 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,546 △692 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

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） 187 77 

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 △10 △3 

自己株式の売却による収入 3 1 

配当金の支払額 △372 △405 

少数株主への配当金の支払額 △305 △208 

その他 － △95 

財務活動によるキャッシュ・フロー △597 △634 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △237 △115 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145 1,344 

現金及び現金同等物の期首残高 11,665 11,520 

現金及び現金同等物の期末残高 11,520 12,864 
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

１ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

  たな卸資産 製品・半製品・原材料

…………………主として総平均法によ

る原価法 

  

 

 

貯蔵品

…………………主として 終仕入原価

法

製品・半製品・原材料

…………………主として総平均法によ

る原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方

法により算定）

貯蔵品 

…………………主として 終仕入原価

法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法によ

り算定）

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「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。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、当連結会計年度の営業利益

が２億47百万円減少し、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が１億40百万

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

はセグメント情報「２ 所在地別セグ

メント情報」の（注）４に記載のとお

りであります。

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

  ① 有形固定資産（リー

ス資産を除く）

当社及び国内連結子会社

 法人税法に規定する方法と同一の基

準による定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除く）に

ついては、法人税法に規定する方法と

同一の基準による定額法によっており

ます。

在外連結子会社

定額法

当社及び国内連結子会社

 法人税法に規定する方法と同一の基

準による定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除く）に

ついては、法人税法に規定する方法と

同一の基準による定額法によっており

ます。

在外連結子会社

定額法
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物及び構築物…………３～50年 

  機械装置及び運搬具……２～13年

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物及び構築物…………２～50年 

  機械装置及び運搬具……２～11年

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、当連結

会計年度から、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

 この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べ、売上総利益が20百万

円、営業利益が31百万円、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

44百万円減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響

はセグメント情報「２ 所在地別セグ

メント情報」の（注）４に記載のとお

りであります。

（追加情報） 

 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、当連結会計年度の営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は48百万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

はセグメント情報「２ 所在地別セグ

メント情報」の（注）４に記載のとお

りであります。

  ② 無形固定資産（リー

ス資産を除く）

 定額法を採用しております。 

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)

については、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。

同左

  ③ リース資産 ―――  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。

 なお、リース物件の所有権が借主に

移転すると認められる以外のファイナ

ンス・リース取引のうち、リース取引

開始日が適用初年度開始前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっており

ます。
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 なお、上記、「会計処理基準に関する事項」の「重要な資産の評価基準及び評価方法（たな卸資産）」、「重要な減

価償却資産の減価償却の方法」、「重要な引当金の計上基準」、「重要なリース取引の処理方法」以外は、 近の有価

証券報告書（平成21年2月20日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

 (3) 重要な引当金の計上基

準

  リコール損失引当金  リコール製品の回収、返金に伴う損

失に備えるため、当該見込額を計上し

ております。

（追加情報）  

 平成18年２月から平成19年９月まで

に生産いたしました除湿乾燥機におい

て、発煙・発火する可能性があること

が判明し、平成20年８月から製品の回

収を行っているため、将来の損失見込

額を引当金として計上しております。 

―――

 また、平成18年11月から平成20年６

月までに生産いたしましたジューサー

２機種において、部品の破損により怪

我に至るおそれがあることが判明し、

平成20年10月から部品交換を行ってい

るため、将来の損失見込額を引当金と

して計上しております。

 (4) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

―――
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

           ――― (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）

 当連結会計年度より、「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、当連

結会計年度の営業利益が２百万円減少し、経常利益及

び税金等調整前当期純利益が15百万円それぞれ増加し

ております。

 なお、セグメント情報に与える影響はセグメント情報

「２ 所在地別セグメント情報」の（注）４に記載のと

おりであります。

（リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リースについては、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））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

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。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「未払費用の増

加・減少（△）額」(前連結会計年度317百万円)は、重

要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記

することに変更しております。 

 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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)が適用になることに伴い、前連結会計年度

において「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」として区分掲記することに変更しており

ます。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は

それぞれ123億16百万円、１億22百万円、11億93百万円

です。 
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年11月20日)

当連結会計年度 
(平成21年11月20日)

※１

 

担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 130百万円

土地 477百万円

投資その他の資産「その他」 12百万円

計 620百万円

担保付債務は、次のとおりであります。

長期借入金 100百万円

未払費用 12百万円

計 112百万円

※１

 

 

担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 124百万円

土地 477百万円

計 602百万円

担保付債務は、次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借入金 100百万円

計 100百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 697百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 760百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、299百万円であります。

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、298百万円であります。

※２ 販売費及び一般管理費 ※２ 販売費及び一般管理費

主要な費目と金額

運賃 1,881百万円

広告宣伝費 1,215百万円

販売促進費 1,031百万円

倉庫料 785百万円

貸倒引当金繰入額 19百万円

給料手当 3,466百万円

賞与引当金繰入額 464百万円

退職給付費用 891百万円

減価償却費 477百万円

業務委託費 1,658百万円

主要な費目と金額

運賃 1,826百万円

広告宣伝費 1,233百万円

販売促進費 778百万円

倉庫料 920百万円

貸倒引当金繰入額 9百万円

給料手当 3,433百万円

賞与引当金繰入額 393百万円

退職給付費用 1,137百万円

減価償却費 466百万円

業務委託費 1,635百万円

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地及び建物 157百万円

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 0百万円

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

土地及び建物 2百万円

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

土地及び建物 15百万円

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 7百万円

機械装置及び運搬具 8百万円

工具、器具及び備品 15百万円

計 31百万円

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬具 4百万円

工具、器具及び備品 6百万円

計 25百万円
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前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
(変動事由の概要) 

 増加は平成19年11月21日付で普通株式1株を3株に分割したことによるものであります。 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

 
(変動事由の概要) 

 １ 増加は平成19年11月21日付で普通株式1株を3株に分割したことによるもの3,300,440株、単元未満株式の買取 

   請求によるもの52,809株であります。 

 ２ 減少は単元未満株式の買増請求による売却であります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

 
 連結株主資本等変動計算書の剰余金の配当の金額372百万円には、台湾子会社における従業員特別配当金0百万円を

含んでおります。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が連結会計年度末後となるもの 

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24,200,000 48,400,000 ― 72,600,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,650,220 3,353,249 20,873 4,982,596

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年2月19日 
定時株主総会

普通株式 169 7.50 平成19年11月20日 平成20年2月20日

平成20年6月30日 
取締役会

普通株式 202 3.00 平成20年5月20日 平成20年8月5日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年2月19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 202 3.00 平成20年11月20日 平成21年2月20日
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当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  

 
(変動事由の概要) 

 １ 増加は単元未満株式の買取請求による取得であります。  

 ２ 減少は単元未満株式の買増請求による売却であります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

 
 連結株主資本等変動計算書の剰余金の配当の金額405百万円には、台湾子会社における従業員特別配当金0百万円を

含んでおります。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が連結会計年度末後となるもの 

  

 
  

  

  

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 72,600,000 ─ ─ 72,600,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,982,596 22,748 9,342 4,996,002

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年2月19日 
定時株主総会

普通株式 202 3.00 平成20年11月20日 平成21年2月20日

平成21年6月29日 
取締役会

普通株式 202 3.00 平成21年5月20日 平成21年8月5日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年2月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 202 3.00 平成21年11月20日 平成22年２月19日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 9,506百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△690百万円

取得日から３ヶ月以内に 
償還期限の到来する短期投資 
(有価証券)

2,703百万円

現金及び現金同等物 11,520百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 12,019百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△1,065百万円

取得日から３ヶ月以内に 
償還期限の到来する短期投資 
(有価証券)

1,910百万円

現金及び現金同等物 12,864百万円
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前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11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、営業損益及び全セグメントの資産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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11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、営業損益及び全セグメントの資産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。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報
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前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(12,446百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 会計処理基準等の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は当連結会

計年度から、法人税法の改正に伴い有形固定資産の減価償却方法を変更しております。 

この変更に伴い、前連結会計年度と同一の基準によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用は、日本が

31百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(13,967百万円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 会計基準等の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業利益は日本が２億47百万円減

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）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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）を適用しております。  

２ 所在地別セグメント情報

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

51,952 5,588 4,059 61,599 ― 61,599

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,729 6,528 1 13,259 (13,259) ―

計 58,681 12,116 4,060 74,859 (13,259) 61,599

営業費用 57,580 11,260 3,794 72,635 (13,455) 59,180

営業利益 1,101 855 266 2,223 196 2,419

Ⅱ 資産 47,245 5,477 2,259 54,982 8,737 63,719

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

49,714 4,984 3,372 58,071 ─ 58,071

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,876 4,943 0 10,820 (10,820) ─

計 55,591 9,927 3,372 68,891 (10,820) 58,071

営業費用 55,161 9,456 3,163 67,781 (10,959) 56,822

営業利益 430 470 208 1,110 138 1,248

Ⅱ 資産 46,446 4,838 1,986 53,271 10,438 63,710
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   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益はアジアが２百万円減少

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）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より当社及び国内

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、当連結会計年度の営業利益は日本が48百万円減少し

ております。  

  

  

前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11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、韓国、香港 

 (2) 北米………米国、カナダ 

 (3) 欧州………ロシア、ベルギー、フィンランド 

 (4) 中近東……サウジアラビア、オマーン、アラブ首長国連邦 

 (5) その他……ブラジル、パラグアイ、エジプト 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11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、ノルウェー、ロシア 

 (4) 中近東……オマーン、アラブ首長国連邦、サウジアラビア 

 (5) その他……ブラジル、エジプト、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。 

  

３ 海外売上高

アジア 北米 欧州 中近東 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,266 3,944 264 336 153 10,966

Ⅱ 連結売上高(百万円) 61,599

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.2 6.4 0.4 0.5 0.3 17.8

アジア 北米 欧州 中近東 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,495 3,298 145 361 121 9,422

Ⅱ 連結売上高(百万円) 58,071

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

9.4 5.7 0.3 0.6 0.2 16.2
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(注) １ 算定上の基礎 

     （１） １株当たり当期純利益 

 
  

     （２） １株当たり純資産額 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

１株当たり純資産額 572円60銭 569円99銭

１株当たり当期純利益 4円99銭 8円62銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

潜在株式がないため記載しておりま

せん。

同左

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

当期純利益(百万円) 337 582

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 337 582

普通株式の期中平均株式数(千株) 67,641 67,607

前連結会計年度末
(平成20年11月20日)

当連結会計年度末
(平成21年11月20日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 39,424 39,099

連結貸借対照表の純資産の部の合計額から控除す
る金額(百万円)

706 566

(うち少数株主持分(百万円)) （ 706) （ 566)

普通株式に係る純資産額(百万円) 38,717 38,533

普通株式の発行済株式数(千株) 72,600 72,600

普通株式の自己株式数(千株) 4,982 4,996

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

67,617 67,603
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前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日) 

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)

象印マホービン㈱（7965）　平成21年11月期決算短信

28



５.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年11月20日) 

当事業年度 
(平成21年11月20日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 6,242 8,805 

受取手形 1,326 1,303 

売掛金 11,549 11,041 

有価証券 2,703 2,010 

製品 9,551 － 

半製品 11 － 

商品及び製品 － 8,286 

原材料 371 － 

貯蔵品 65 － 

原材料及び貯蔵品 － 405 

前渡金 19 9 

前払費用 18 8 

繰延税金資産 583 497 

未収入金 2,382 2,593 

その他 17 15 

貸倒引当金 △12 △13 

流動資産合計 34,832 34,963 

固定資産 

有形固定資産 

建物 13,106 13,400 

減価償却累計額 △9,152 △9,378 

建物（純額） 3,954 4,022 

構築物 866 851 

減価償却累計額 △741 △741 

構築物（純額） 125 109 

機械及び装置 1,193 1,177 

減価償却累計額 △1,041 △1,059 

機械及び装置（純額） 152 117 

車両運搬具 0 0 

減価償却累計額 △0 △0 

車両運搬具（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 2,658 2,763 

減価償却累計額 △2,225 △2,356 

工具、器具及び備品（純額） 432 406 

土地 8,595 8,572 

リース資産 － 633 

減価償却累計額 － △100 

リース資産（純額） － 533 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年11月20日) 

当事業年度 
(平成21年11月20日) 

建設仮勘定 42 99 

有形固定資産合計 13,303 13,862 

無形固定資産 

のれん 8 3 

借地権 4 4 

商標権 3 4 

意匠権 － 16 

ソフトウエア 449 392 

施設利用権 2 2 

電話加入権 37 37 

無形固定資産合計 506 460 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,144 4,145 

関係会社株式 2,373 2,403 

出資金 0 0 

長期貸付金 44 33 

従業員に対する長期貸付金 5 4 

破産更生債権等 19 22 

長期前払費用 54 58 

繰延税金資産 2,030 2,242 

長期預金 500 － 

敷金 － 834 

その他 671 124 

貸倒引当金 △74 △67 

投資その他の資産合計 9,769 9,802 

固定資産合計 23,578 24,125 

資産合計 58,411 59,089 

負債の部 

流動負債 

支払手形 609 511 

買掛金 6,701 6,300 

短期借入金 650 650 

1年内償還予定の社債 － 4,000 

リース債務 － 195 

未払金 72 383 

未払費用 3,023 2,865 

未払法人税等 206 135 

未払消費税等 － 125 

前受金 3 9 

預り金 22 11 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年11月20日) 

当事業年度 
(平成21年11月20日) 

賞与引当金 548 422 

リコール損失引当金 262 － 

設備関係支払手形 28 37 

その他 414 544 

流動負債合計 12,543 16,192 

固定負債 

社債 4,000 － 

リース債務 － 342 

退職給付引当金 5,991 6,845 

長期預り保証金 347 347 

為替予約 654 549 

その他 154 128 

固定負債合計 11,148 8,212 

負債合計 23,691 24,405 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,022 4,022 

資本剰余金 

資本準備金 4,069 4,069 

その他資本剰余金 142 141 

資本剰余金合計 4,212 4,211 

利益剰余金 

利益準備金 544 544 

その他利益剰余金 

配当準備積立金 220 220 

固定資産圧縮積立金 574 587 

買換資産圧縮積立金 74 － 

別途積立金 22,500 22,500 

繰越利益剰余金 3,051 3,007 

利益剰余金合計 26,964 26,858 

自己株式 △948 △950 

株主資本合計 34,251 34,143 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 832 911 

繰延ヘッジ損益 △364 △370 

評価・換算差額等合計 467 540 

純資産合計 34,719 34,684 

負債純資産合計 58,411 59,089 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

売上高 

売上高 58,210 55,179 

売上原価 

製品期首たな卸高 8,451 9,551 

当期製品製造原価 45,750 40,521 

他勘定受入高 － 92 

合計 54,201 50,165 

製品期末たな卸高 9,551 8,269 

他勘定振替高 665 339 

売上原価合計 43,984 41,556 

売上総利益 14,226 13,622 

販売費及び一般管理費 

支払手数料 285 359 

運賃及び荷造費 1,651 1,644 

広告宣伝費 988 1,042 

販売促進費 891 646 

輸出諸掛費 66 54 

保管費 663 792 

貸倒引当金繰入額 17 6 

役員報酬 189 188 

給料及び手当 2,250 2,208 

賞与 343 337 

賞与引当金繰入額 359 281 

退職給付費用 842 1,105 

福利厚生費 371 362 

交際費 43 39 

旅費交通費及び通信費 299 303 

光熱費及び消耗品費 180 149 

租税公課 129 135 

減価償却費 424 416 

特許権使用料 79 50 

業務委託費 2,116 2,191 

保険料 46 45 

賃借料 399 323 

その他 746 836 

販売費及び一般管理費合計 13,388 13,522 

営業利益 838 99 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

営業外収益 

受取利息 21 10 

有価証券利息 30 18 

受取配当金 679 583 

仕入割引 39 34 

受取賃貸料 491 414 

受取ロイヤリティー 30 22 

雑収入 126 140 

営業外収益合計 1,419 1,224 

営業外費用 

支払利息 18 23 

社債利息 29 29 

売上割引 331 313 

固定資産賃貸費用 235 238 

たな卸資産廃棄損 79 － 

為替差損 398 322 

雑損失 76 70 

営業外費用合計 1,171 996 

経常利益 1,086 328 

特別利益 

固定資産売却益 157 － 

貸倒引当金戻入額 － 12 

リコール損失引当金戻入額 － 87 

投資有価証券売却益 － 22 

特別利益合計 157 122 

特別損失 

固定資産売却損 2 15 

固定資産除却損 28 18 

投資有価証券評価損 273 34 

ゴルフ会員権評価損 0 0 

貸倒引当金繰入額 44 0 

特別退職金 4 － 

リコール損失 837 － 

リコール損失引当金繰入額 262 － 

特別損失合計 1,454 69 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △210 381 

法人税、住民税及び事業税 232 257 

法人税等調整額 △367 △176 

法人税等合計 △134 81 

当期純利益又は当期純損失（△） △76 299 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 4,022 4,022 

当期末残高 4,022 4,022 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 4,069 4,069 

当期末残高 4,069 4,069 

その他資本剰余金 

前期末残高 143 142 

当期変動額 

自己株式の処分 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 142 141 

資本剰余金合計 

前期末残高 4,213 4,212 

当期変動額 

自己株式の処分 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 4,212 4,211 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 544 544 

当期末残高 544 544 

その他利益剰余金 

配当準備積立金 

前期末残高 220 220 

当期末残高 220 220 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 603 574 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の積立 － 41 

固定資産圧縮積立金の取崩 △29 △28 

当期変動額合計 △29 12 

当期末残高 574 587 

買換資産圧縮積立金 

前期末残高 － 74 

当期変動額 

買換資産圧縮積立金の積立 74 － 

買換資産圧縮積立金の取崩 － △74 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

当期変動額合計 74 △74 

当期末残高 74 － 

別途積立金 

前期末残高 22,500 22,500 

当期末残高 22,500 22,500 

繰越利益剰余金 

前期末残高 3,545 3,051 

当期変動額 

剰余金の配当 △372 △405 

当期純利益 △76 299 

固定資産圧縮積立金の積立 － △41 

固定資産圧縮積立金の取崩 29 28 

買換資産圧縮積立金の積立 △74 － 

買換資産圧縮積立金の取崩 － 74 

当期変動額合計 △494 △44 

当期末残高 3,051 3,007 

利益剰余金合計 

前期末残高 27,413 26,964 

当期変動額 

剰余金の配当 △372 △405 

当期純利益 △76 299 

当期変動額合計 △448 △106 

当期末残高 26,964 26,858 

自己株式 

前期末残高 △942 △948 

当期変動額 

自己株式の取得 △10 △3 

自己株式の処分 4 2 

当期変動額合計 △5 △1 

当期末残高 △948 △950 

株主資本合計 

前期末残高 34,707 34,251 

当期変動額 

剰余金の配当 △372 △405 

当期純利益 △76 299 

自己株式の取得 △10 △3 

自己株式の処分 3 1 

当期変動額合計 △455 △108 

当期末残高 34,251 34,143 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年11月21日 
至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
至 平成21年11月20日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,911 832 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,078 78 

当期変動額合計 △1,078 78 

当期末残高 832 911 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 30 △364 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△395 △5 

当期変動額合計 △395 △5 

当期末残高 △364 △370 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,941 467 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,473 72 

当期変動額合計 △1,473 72 

当期末残高 467 540 

純資産合計 

前期末残高 36,649 34,719 

当期変動額 

剰余金の配当 △372 △405 

当期純利益 △76 299 

自己株式の取得 △10 △3 

自己株式の処分 3 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,473 72 

当期変動額合計 △1,929 △35 

当期末残高 34,719 34,684 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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１．代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

２．その他役員の異動 

①取締役の担当職務変更 

   
②新任取締役候補 

   
③退任予定取締役 

   
④昇格予定取締役 

 
  

6. その他

(1) 役員の異動（平成２２年２月１８日付予定）

氏 名 現在の役職、担当等 新役職、担当等

市川 典男 代表取締役社長
代表取締役社長 

営業本部長

氏 名 現在の役職、担当等 新役職、担当等

松本 龍範
執行役員 

営業本部副本部長、営業部長

取締役 

営業本部副本部長、営業部長

氏 名 現在の役職、担当等 退任後の役職、担当等

村本 俊夫
常務取締役 

営業本部長
―

石田 信行
常務取締役 

管理担当、生産開発担当
―

西山 重和
取締役 

国際部担当
―

中口 博康
取締役 

象印ファクトリー・ジャパン㈱代表取締役社長
―

氏 名 現在の役職、担当等 新役職、担当等

山地 哲夫
取締役 

生産開発本部長

常務取締役 

生産開発本部長
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(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。 

  

 ②受注実績 

   当社グループは、原則として見込生産であります。 

  

 ③販売実績 

 
(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2) その他 

生産、受注及び販売の状況 

①生産実績

         期 別 前連結会計年度 当連結会計年度

増 減自平成19年11月21日 自平成20年11月21日

至平成20年11月20日 至平成21年11月20日

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率

 品 目 (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

調理家電製品 32,603 72.3 29,362 73.3 △3,241 △9.9

リビング製品 7,765 17.2 7,239 18.1 △526 △6.8

生活家電製品 4,291 9.5 3,186 8.0 △1,105 △25.8

その他製品 459 1.0 243 0.6 △215 △46.9

   合 計 45,120 100.0 40,032 100.0 △5,088 △11.3

         期 別 前連結会計年度 当連結会計年度

増 減自平成19年11月21日 自平成20年11月21日

至平成20年11月20日 至平成21年11月20日

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率

 品 目 (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

調理家電製品 45,628 74.1 43,428 74.8 △2,199 △4.8

リビング製品 10,229 16.6 9,612 16.6 △616 △6.0

生活家電製品 4,795 7.8 4,345 7.5 △449 △9.4

その他製品 946 1.5 684 1.1 △262 △27.7

  合 計 61,599 100.0 58,071 100.0 △3,528 △5.7

象印マホービン㈱（7965）　平成21年11月期決算短信

39




