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　２０１１年３月１１日に国内観測史上最大規模の東日本大震災が発生いたしました。 この震災により被害を

受けられた地域の皆様に、 謹んでお見舞い申しあげます。 また一刻も早い復旧 ・ 復興を心よりお祈り申し

あげます。

　２０１０年度は、 無印良品３０周年にあたる年であり、 重点施策として 「お客様に共感、 納得していただ

ける商品力を確保し、 既存店の成長を目指す」、 「販売力と伝える力を高め、 既存店の成長を目指す」、 「海

外事業４００億円を可能にするインフラ構築」、 「ビジョンに基づく行動と業務標準化活動深耕による風土改

革で強靭な企業体質を確立」 の４項目に取り組んでまいりました。 国内営業では、 期初から前期を超える

売上を維持した食品をはじめ、 ファニチャーの売上の復活、 カフェ ・ ミール事業および子会社である株式

会社イデー、 ムジ ・ ネット株式会社の黒字化など良い成果があらわれてきております。 また、 海外事業に

おいては、 海外販社子会社の売上高 196 億 20 百万円 （前年比 12.8％増） となり、 連結売上高の 11.6％

を占めてきております。 ブランド認知を高めるためのイベントも中国、 米国で実施し、 大変ご好評をいただ

きました。

　良品計画が主力として運営する無印良品は、 １９８０年、 オイルショック後の日本で 「わけあって、 安い」

をキャッチフレーズとし、 安くて良い品として開発されました。 生活の基本となる本当に必要なものを、 本

当に必要なかたちでつくることを目指し、 素材を見直し、 生産工程の手間を省き、 包装を簡略にしました。

シンプルで美しい商品は、 時代を超え、 国を超え、 多くの人々にご支持をいただいてきました。 ２０１１年

は東日本大震災の発生により、 スタート段階において、 大変厳しい状況に直面することとなりました。 しか

しながら、 この未曾有の危機に際し、 人々の 「価値観の変化」 が加速し、 本当に必要なものを本当に必

要なかたちで作る無印良品の価値観が、 今こそ求められていると強く感じています。 当社は今後も 「社会

にとって良いことを行う企業」 となることを目指し、 お客様に信頼される商品とサービスを通じて社会に貢献

できる事業運営を進めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、 今後とも格段のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

株主 ・ 投資家の皆様へ

東日本大震災により被害を受けられた地域

の皆様に、 謹んでお見舞い申しあげます。

当社は 「感じ良いくらしをリーズナブルに」

を企業ビジョンとし、 今後も皆様の生活に

寄り添ってまいります。



　無印良品は 「わけあって、 安い」 をキャッチフレーズとし、 1980 年 12 月、 株式会社西友ストアー （現 合同会社西友）

のプライベートブランドとして 40 品目でデビューしました。 無印良品事業部は 1989 年に西友から独立し、 株式会社良品計

画を設立。 「無印良品」 の企画開発 ・ 製造から流通 ・ 販売までを行う製造小売業として、 衣料品から家庭用品、 食品など

日常生活全般にわたる商品群 （現在では約 7,000 アイテム以上） を展開しています。

　2010 年度、 国内の無印良品販売事業は重点的に販売する商品を戦略商品として、 テレビコマーシャルの宣伝や店頭での

ボリューム陳列等による販売強化策を継続して実施しました。 独自性のある商品は高単価商品も含め 3 月より好調に推移し

ましたが、 衣服 ・ 雑貨および生活雑貨全般は、 天候不順による販売時期のズレや在庫削減強化による販売機会ロスなど

により、第 2 四半期までは苦戦しました。 9 月以降は衣服・雑貨のサイズ見直しや戦略商品の在庫拡充などにより売上は徐々

に上昇しました。 また、 全体のアイテム数削減や在庫コントロールの強化、 処分販売の縮小などを推し進め、 売上総利益

率も上昇しました。 店舗出店については、 「毎日にように使うものはいつも通る場所でさっと買う」 をテーマとした新しい小型

店の 「MUJI com アトレヴィ巣鴨」 などを含め、 27 店舗を出店しました。 2011 年度は、 小型店舗 3 店を含む 24 店舗を出

店する予定です。

主な事業

国内無印良品事業

海外無印良品販売事業

営業収益 （昨年比） ： 145,832 百万円 （102.2％）

売上構成比 ： 衣服 ・ 雑貨 32.8%、 生活雑貨 55.7%、 食品 10.0%

店舗数 ： 359 店舗 （＋20）

　当社は海外ビジネスの拡大を経営テーマの 1 つに掲げております。 2010 年度はポーランド、 ポルトガル、 フィリピンへ初

めて出店し、 好調なスタートを切りました。 当期 24 店舗の新規出店のうち 19 店舗がアジア地域での出店です。

　欧州では、 経済環境の回復に支えられ季節商材の販売好調や改装店の好調などにより、 各国ともに現地通貨ベースの

既存店売上高は昨年度を超えました。 一方、 アジアでは中国を中心に出店数も多く、 経済環境の著しい伸びに支えられ、

各国での既存店を含む売上は大きく伸長。 とりわけ経済成長の著しい中国では 13 店舗を出店、 合計 26 店舗と倍増いた

しました。 当社は中国を海外出店における最重要地域と考え、 「無印良品」 を広く知っていただくための展覧会を杭州と上

海において開催いたしました。 一方、 オペレーション面では日本で使用しているシステムに準ずる仕組みを中国販社に導

入し、 稼動後は現地の仕組みにより適したものとすべく課題を抽出し改善を進め、 さらなる業務効率向上に努めております。

　2011 年度の海外出店は、 中国 18 店舗を含む 40 店舗を予定しております。

営業収益 （昨年比） ： 24,542 百万円 （114.9%）※持分法対象台湾含

売上構成比 ： 衣服 ・ 雑貨 38.5%、 生活雑貨 56.4%、 食品 5.1%

店舗数 ： 134 店舗 （＋19）

MUJI com アトレヴィ巣鴨

ポルトガル 1 号店

　2000 年に発足したカフェ・ミール事業部は、「素の食」 をテーマに現在、Cafe MUJI 、Meal MUJI 等を展開しています。

2010 年度は、3 月にオープンした小型店 「MUJIcom アトレヴィ巣鴨」 に隣接する 「Caf  MUJI アトレヴィ巣鴨」 を始め、

好調に推移いたしました。 2011 年度は、 6 月に南青山の骨董通り面した路面店 「Caf &Meal MUJI 南青山」、 京王

聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターに 「Caf  MUJI 京王聖蹟桜ヶ丘」 を出店する予定です。

カフェ ・ ミール事業

営業収益 （昨年比） ： 1,726 百万円　（108.7％）

店舗数 ： 14 店舗 （＋1）
Cafe MUJI　アトレヴィ巣鴨



　「過剰なサービスは省きましたが、 自然は豊かです。」 をスローガンに無印良品では、 津南キャンプ場 （新潟県 ・

津南町、 1995 年開場）、 南乗鞍キャンプ場 （岐阜県・高山市、 1996 年開場）、 カンパーニャ嬬恋キャンプ場 （群馬県・

嬬恋村、 2004 年開場） の 3 つの拠点でキャンプ場を運営しています。 現在、 ユーザー登録されているお客様は、

約 12 万人。 キャンプ場運営にあたり、 周辺の約 70 万坪 （3 ヶ所合計） の森林を管理するほか、 ゴールデンウィー

クや夏休み期間、 秋の連休を中心に開催されるアウトドア教室では、 地元の方々に講師を務めていただくなど、 周辺

地域に根ざした運営を行っており、 当社の社会的な貢献を担う事業の 1 つとして位置づけております。

キャンプ事業

営業収益 （昨年比） ： 151 百万円 （91.7%）

キャンプ場数 ： 3

　花良品では 「グリーンや花のある暮らし」 をテーマにフラワーショップ 「花良」 「花良品」、 インターネット 「Flower 

MUJI」を展開しています。 現在は Flower MUJI を中心にお客様と一緒に開発した溶融亜鉛シェルフや野菜栽培キット、

育て方が簡単な大型観葉植物などに加え、 月毎にご紹介する 「毎月の花」 が人気商品となっています。

花事業 （株式会社花良品）

営業収益 （昨年比） ： 699 百万円 （93.0%）

店舗数 ： 11 （Flower MUJI 含まず）

　ムジ ・ ネット株式会社は、 「家」 という器を通して無印良品の考える 「暮らし」 の提案を行っています。 安全で、 自

由にいつまでも住み続けられることをコンセプトにし、 ながく使える箱＝「スケルトン」 と、 暮らしの変化とともにフレキ

シブルに変えられる中味＝「インフィル」 に分けて設計することで、 家族のライフスタイルの変化に合わせて自由に間

取りを変化させることを可能にしました。 現在、お客様のニーズに合わせ、「木の家」 （2006 年グッドデザイン賞受賞）、

「窓の家」 （2008 年グッドデザイン賞金賞受賞）、 「朝の家」 （2009 年グッドデザイン賞受賞） の 3 商品を中心に販売

しています。 2010 年６月に施行された 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 に伴い、 無印良品の家は標準

仕様で 「長期優良住宅」 の認定を受けられることとなり、 2010 年の契約実績は 182 棟、 昨年比 117.4％となりました。

2011 年は金利 ・ 税制優遇措置や住宅版エコポイントを追い風に更に売上を伸ばしていく見込みです。

住宅事業 （ムジ ・ ネット株式会社）

営業収益 （昨年比） ： 2,182 百万円 （156.3%）

モデルハウス数 ： 29

　家具 ・ インテリア等のホームファーニシングの企画 ・ 製造 ・ 販売を展開する株式会社イデーはオリジナル家具および

雑貨、アンティーク、カーテン、ラグといった商品を展開し、物販店舗以外では空間に関わるプロデュース、コンサルティ

ング、 デザイン業務を行っています。 その他、 飲食店の運営や、 グリーン関連ビジネスなど事業展開も多岐にわたり、

ライフスタイルをトータルに提案しています。 2010 年度は物流センター移転などの良品計画グループのインフラを活用

したコスト削減と、 物販店舗に加えオンラインショップ ・ 企画営業ビジネスの売上高伸長、 デザインイベントの積極的

な開催等による情報発信力の強化により、　安定した利益構造の確立に向け順調に推移いたしました。

IDEE( 株式会社イデー）

営業収益 （昨年比） ： 1,644 百万円 （107.3%）

店舗数 ： 5

アウトドア教室

木の家

フロアサイズの観葉植物
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1.　コーポレート ・ ガバナンスの基本的な考え方

　当社は、 全てのステークホルダー （株主様、 お客様、 従業員、 社会、 取引先） と円滑な関係を築き、 企業価値を高めるために、

他社との差別化を図り、圧倒的な存在感と信頼を得ることを目標としております。 そのために「無印良品」のブランドイメージを高め、

お客様にご支持いただけるモノ作り、 販売手法とサービスの改善を進めてまいります。

　株主の皆様には、 業績のさらなる成長と積極的なＩＲ活動、 公正で透明感のある開示、 株主還元によって信頼される企業を目指

すと共に、 従業員との関係では、 会社が目指す方向と従業員のベクトルを合わせ、 自己実現が図れるオープンで果敢な企業風土

を築き、 近年多発している他社の企業不祥事の教訓から、 常に自戒自律した組織運営を行ってまいります。

2.　会社の会計上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート ・ ガバナンス体制の状況

　1) 取締役会は、 当社の規模と組織の状況、 機動性を勘案し、 現在社内取締役６名 （執行役員兼務６名） および東京証券取引

　所の定めに基づく独立役員として指名し、 同取引所に届け出ている社外取締役３名の体制を採っております。 取締役会の監督

　機能と経営執行責任を明確にするとともに、 経営執行のスピードを早めるために、 適宜、 会議体及び決裁規定を見直すなど

　権限委譲を進めております。

　2) 当社は監査役制度を採用しております。 監査役会は現在４名 （うち常勤監査役１名） の社外監査役で構成されており、 その

　内３名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、 同取引所に届出ております。 取締役会への出席や重要書類の

　閲覧などを通じて、 取締役の職務遂行について監査しております。 また、 内部監査部門であります監査室及び会計監査業務を

　執行する会計監査人とも常時連携をとっております。

　3) 取締役の報酬等を取締役会に答申する報酬諮問委員会 （社外取締役３名 [ 議長１名を含む ]、 社内取締役２名） を設置いた

　しており、 また、 取締役の選任等を取締役会に答申する指名諮問委員会 （社外取締役３名 [ 議長１名を含む ]、 社内取締役２名）

　も設置しております。

　4) 当社は、 内部監査部門であります監査室を設置し、 現在３名で構成されております。 店舗運営のマニュアルおよび本部の業

　務基準書に沿った業務が適正に運営され、 課題の解決が図られているかを監査しており、 この結果は代表取締役に毎週報告

　すると同時に半期ごとに取締役会に報告しております。

　5) 当社の会計監査業務は、 有限責任 あずさ監査法人に所属する公認会計士山田雄一 （継続監査年数１年）、 公認会計士河西

　正之（継続監査年数５年）、公認会計士宮下卓士（継続監査年数１年）の３名及び会計監査業務に係る補助として公認会計士７名、

　その他６名の体制で公正な立場から監査が実施される環境を整備しております。

コーポレート ・ ガバナンス
【模式図】

営業会議

商品判定会議
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内部統制・業務標準化委員会

取締役会
社内取締役 6 名
社外取締役 3 名

監査役会
社内監査役 4 名

（内、常勤 1 名）

報酬諮問委員会
社内取締役 2 名
社外取締役 3 名

【委員会】
・経営戦略委員会    ・人材委員会
・商品戦略委員会    ・人材育成委員会
・品質向上委員会    ・安全衛生委員会
・海外４００委員会 ・出店計画委員会
・宣伝戦略委員会

指名諮問委員会
社内取締役 2 名
社外取締役 3 名

会計監査人



　無印良品誕生から 30 年あまりたった現在、私たちはその想いを更に発展させ、生活者に配慮し、やさしさのある商品・

サービスを無印良品として具体化することで、世界の人々に 「感じ良いくらし」 を提案していきます。 良品計画は 「商い」

を通すことで、 人々が喜び、 美を伝播し、 そして社会に貢献することができると考えています。

「感じ良いくらし」 を実現する企業として企業運営では 3 つの約束を、 そしてその中でも事業運営の根幹である商品開

発では 3 つの視点、 生産では 3 つの基準を掲げて実践します。 

CSR への取組み

「感じ良いくらし」 の実現
良品計画は 「商い」 で社会に貢献します。

良品計画が企画・開発する無印良品は、「わけあって、安い」 をキャッチフレーズとし、

安くて良い品として 1980 年、 良品計画の母体である西友の自社開発の経験を基に

生まれました。 商品開発の基本は、 生活の基本となる本当に必要なものを、 本当

に必要なかたちでつくること。 そのために、 素材を見直し、 生産行程の手間を省き、

包装を簡略にしたことから、シンプルで美しい商品として長く人々から愛されています。 

企業運営３つの約束　（「良品」 ビジョン、 企業理念より）

１． 公正で透明な事業活動を通じ、 グローバルな成長と発展に挑戦していく

２． 新たな価値と魅力を生活者視点で探求し、 提供していく

３． 仲間を尊重し、 良品計画に関わる全ての人に世代を超えて持続する

　「感じ良いくらし」 を提案していく

商品を開発する上での３つの視点

１． デザインによる問題解決

２． 素材、 工程の点検

３． 包装の簡略化

商品を生産する上での３つの基準

１． 良品基準 （品質基準）

２． 取引先行動規範

３． 使わない、 制限する重点素材

天然資源の

保全

安心 ・ 安全

への配慮

ムダをなくす取

組み

絆を大切に

する活動

温暖化への

配慮

「感じ良いくらし」

を実現する企業

「感じ良いくらし」 を実現する企業としての取組み　～ ５つのテーマ ～



　「感じ良いくらし」 を実現する企業として、 当社が行ってきたこと、 直近で行うことを５のテーマごとにまとめたところ、

41 項目となり、Ｗｅｂ（http://ryohin-keikaku.jp/csr/） にて公開しています。 この活動を更にこれからも発展させ、 お客

様に公表していきます。 各テーマから 2010 年度の代表的な取り組みを記載します。

１． ムダをなくす取組み （廃棄物削減）

　○モノづくりの３つの視点をムダをなくす取組みにも活かしています

　【デザインによる問題解決】 

　サイズやモジュールを統一することで、 生活や目的の変化に対応し、

　長期使用を可能にしている商品の開発

　【素材 ・ 工程の見直し】

　再生素材、 捨てられるもの、 残反 ・ 残糸など、 資源をムダにしない素材

　の採用や無駄な工程を見直し、 廃棄物を少なくしている商品の開発

　【包装の簡略化】

　できるだけ包装をしない販売を目指し、 包装が必要な場合も最小限の包装

　となるよう努力する 

　○繊維製品のリサイクル

　　繊維製品のリサイクル キャンペーン 「FUKU-FUKU プロジェクト」 を

　　2010 年 6 月から 12 月までに 4 回行い、 約 10 トンの繊維を回収しました。

　　2011 年 1 月末現在、 うち約 4 割がエタノール化プラントの処理を終え、

　　約 1,000 リットルのエタノールが生成されました。 

２． 天然資源の保全

　　良品計画が運営する 3 つのキャンプ場 （新潟県津南町、 岐阜県高山市、 群馬県嬬恋村） では、 合計で約 70 万

　　坪のキャンプ場周辺の森林を管理しています。 

３． 安心 ・ 安全への配慮

　○ 「使用しない、 制限する重点素材」 を定め、 基準に達していない商品は発売しません。 

　　塩化ビニル樹脂 ‥幼児が使用する製品や直接口に触れる製品には可塑剤にフタル酸エステル類を使わない

　　ホルムアルデヒド ‥AS･JIS 規格のレベル制限

　　森林資源‥違法伐採関与材の使用禁止 

　　ソルビン酸、 ステビア‥使用禁止

 

４． 絆を大切にした活動

　○一般の方がネットストア上で、 自分のお金で少額からでも簡単に寄付できるしくみ

　　「募金券」 の展開を 2011 年 2 月 24 日より開始しました。 社会的な活動を行って

　　いる団体を情報発信および少額寄付の決済という 「しくみ」 で応援します。 

　○フェアトレードラベル商品の推進

　○無印良品津南キャンプ場で開催している 「キッズサマーキャンプ」 に本社社員が

　　ボランティアとして参加し、 子どもたちの食事の準備などをお手伝いしています。

５． 温暖化への配慮

　○2010 年 11 月よりムジ ・ ネット株式会社は東北芸術工科大学と協同で 「未来の家プロジェクト」 を立ち上げ、

　　建物の温熱性能基準や自然エネルギー活用デザインについて研究していきます。 

　○定時退社の徹底 定時退社を徹底し、 無駄な残業をしません。 現在 9 割以上の社員が定時に退社しています。 

モジュールを統一した収納家具

美しさと環境を考慮した紐包装

FUKU-FUKU プロジェクト

キャラクター

募 券ＷＥＢ画 



財務状況

1.　主な経営指標等の推移

　　１） 連結会計指標等



　　2） 提出会社の経営指標等



2. 事業等の概要





3. 連結財務諸表等

　　１） 連結貸借対照表





　　2） 連結損益計算書





　　3） 連結株主資本等変動計算書







　　4） キャッシュフロー計算書





会社概要

会社名　　　 　　　株式会社良品計画　/　Ryohin Keikaku Co.,Ltd.  

所在地　　　　 　　〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3 

設立　　　　　 　　 1989年6月（登記上 1979年5月） 

資本金  　　 　　  67億6,625万円（2011年2月末現在） 
　 
決算日　　　 　　　2月末日 

年商　　　　　 　 　1,458億円（2011年2月期営業収益）

従業員数　　  　　4,908名（パートタイム社員3,655名を含む／2011年2月末現在）

店舗数　　　　 　　国内  直営店238店舗、商品供給店121店舗（2011年2月末日現在） 
 
海外店舗数　　   イギリス13店舗、フランス7店舗、イタリア6店舗、ドイツ5店舗、アイルランド1店舗、
　　　　　　　　　　　スウェーデン7店舗、ノルウェー6店舗、スペイン4店舗、トルコ2店舗、ポーランド1店舗、
　　　　　　　　　　　ポルトガル1店舗、U.S.A.4店舗、香港9店舗、シンガポール4店舗、韓国8店舗、
　　　　　　　　　　　中国26店舗、台湾19店舗、タイ8店舗、インドネシア1店舗、フィリピン2店舗
　　　　　　　　　　　合計134店舗（2011年2月末日現在） 

主な事業　  　 　 「無印良品」を中心とした専門店事業の運営/ 商品企画/開発/製造/卸しおよび販売 

、



沿革
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