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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  営業収益 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 ％ 

24年２月期第２四半期  85,852  4.5  7,004  27.5  7,318  29.4  4,219  26.9

23年２月期第２四半期  82,161  1.1  5,493  △27.0  5,656  △27.6  3,325  △15.8

  
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 

24年２月期第２四半期  157  50  157 00 

23年２月期第２四半期  119  76  119  50

  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 

24年２月期第２四半期  99,375  80,641  79.5  2,949  29

23年２月期  97,481  78,502  78.9  2,871  02

（参考）自己資本 24年２月期第２四半期 79,010百万円 23年２月期 76,913百万円 

  
年間配当金

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 

23年２月期 -   55  00 - 55 00 110  00

24年２月期 -   55  00       

24年２月期 
（予想） 

     - 55 00 110  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無      

  （％表示は、通期は対前期増減率）

  営業収益 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  175,120  3.2  15,490  11.4  16,000  12.4  9,470  20.5  353  49

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無     



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「２.その他の情報」をご覧ください。） 

    新規 －社（社名              ）、除外 －社（社名              ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施中で

す。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、四半期決算短信（添付資料）P.４

「１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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） 24年２月期２Ｑ 28,078,000株 23年２月期 28,078,000株

②  期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 1,288,332株 23年２月期 1,288,332株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 26,789,668株 23年２月期２Ｑ 27,768,082株



平成24年２月期の個別業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日） 

 （％表示は、通期は対前期増減率）

（注）個別業績予想の数値の当四半期における修正の有無： 無  

  

(参考）個別業績予想

  営業収益 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  147,990  1.5  12,810  10.1  13,270  9.8  7,640  24.5  285  18
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、海外の一部の地域において、金融不安等により景気回復ペース

の鈍化が見られるものの、中国を中心としたアジアにおいては、引き続き高い成長率が見られ、消費市場としての

魅力が増してきております。 

 また、国内においては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により消費や生産が落ち込みました

が、平成23年４-６月期の実質ＧＤＰ成長率は、依然前期比マイナス成長が続いているものの、そのマイナス幅は

狭まり、落ち込んだ消費や生産の持ち直しの傾向が見られるようになりました。特に、未曾有の災害をきっかけ

に、環境問題に対する関心の高まりや、電力供給に対する不安から、省エネルギー関連商材の見直しが進む状況に

なってきております。 

このような状況の中、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）は、“「感じ良いくらし」を

実現する企業”として『ムダをなくす取組み（廃棄物削減）』『天然資源の保全』『安心・安全への配慮』『絆を

大切にする活動』『温暖化への配慮』といったテーマを軸に、より良い商品の開発、店舗数の拡大に努めてまいり

ました。とりわけ、この夏においては、近年の夏の猛暑に対応した生活の知恵を商品に反映し、重点的に行ったプ

ロモーション『この夏のコツ100』を実施し、夏商材が好調に推移しました。またそれらの情報を元に、無印良品

のホームページ内の「くらしの良品研究所」及び、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サイト）などを通じ

て行ったマーケティング活動により、ファンの獲得を図り、近年落ち込んでいたお客様数に、回復の兆しが見えて

まいりました。 

 無印良品店舗の出退店では、国内において15店舗の新規出店と５店舗の閉鎖を実施し、期末店舗数は369店舗と

なり、海外においては７店舗の出店を実施し、期末店舗数は141店舗となりました。  

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は858億52百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益は70億

４百万円（同27.5％増）、経常利益は73億18百万円（同29.4％増）、四半期純利益は42億19百万円（同26.9％増）

となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）および「セグメント

情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）の適用に伴い、

当年第１四半期のセグメント内容から、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象を報告セグメントといたし

ました。そのため、前年同期比は、前第２四半期連結累計期間の数値をセグメント変更後の数値に組み替えた上で

比較を行っております。 

（報告セグメントの区分）  

 当社グループは無印良品事業を主たる事業として、「国内直営事業」「国内供給事業」「欧州地域事業」「アジ

ア地域事業」「その他地域事業」を主な報告セグメントとしてグループ戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。なお、各報告セグメントに区分される事業は以下のとおりであります。 

  国内直営事業 ・・・ 日本国内の直営店舗およびインターネットにて商品販売を行う事業 

  国内供給事業 ・・・ 日本国内の無印良品ライセンス供与先へ商品卸売りを行う事業 

  欧州地域事業 ・・・ 欧州地域において商品販売を行う事業 

  アジア地域事業・・・ アジア地域において商品販売を行う事業 

  その他地域事業・・・ 欧州、アジア地域以外において商品販売を行う事業  

  

① 国内直営事業 

 国内直営事業の営業収益は579億86百万円（前年同期比3.9％増）、セグメント利益は47億74百万円（同36.3 

％増）となりました。 

 既存店舗の売上高昨年比は、６月から８月においては前年を上回ったものの、第２四半期累計では96.8％に留

まりました。 

 衣服・雑貨部門では、「汗じみしにくいシリーズ」や「UVカット素材」、「涼感インナーシリーズ」など夏を

快適に過ごすための機能性商品を中心に、肌着・服飾雑貨が好調に推移しました。 

 生活雑貨部門においても、前シーズンに比べ「い草素材」や「麻素材」の夏物商材の品揃えを強化したこと

で、ファブリックスを中心に同様に好調に推移しました。 

 食品部門においては、夏場の主力商品である、レトルトカレーシリーズが宮城県にある主力取引先工場が被災

したことで生産が遅れ、苦戦いたしました。しかしながら７月中旬以降、生産は正常化しテレビＣＭで訴求する

ことが出来るまでに回復いたしました。 

 インターネットでの販売においては、「フェイスブック」「ツイッター」などのＳＮＳ（ソーシャル・ネット

ワーキング・サイト）を通じたマーケティングが功を奏し、前年同期比15.8％伸長いたしました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 売上総利益率は、値下げロスの削減を進めた一方で、綿素材をはじめとした、資材の高騰等により原価率の上

昇が見られ、前年同期と比べ低下いたしました。一方で第１四半期と比較した原価率は下回り、資材高騰の影響

による原価率の上昇には歯止めがかかってまいりました。 

  販売費および一般管理費の対売上比率は、節電による水道光熱費等の一般費の低減、物流の合理化等により前

年同時期を下回りました。 

 国内直営店舗の出退店は、「無印良品エスパル郡山」など15店舗の出店と２店舗の閉鎖により、251店舗となり

ました。 

  

② 国内供給事業 

 国内供給事業の営業収益は133億54百万円（前年同期比3.7％減）、セグメント利益は10億７百万円（同5.5％

減）となりました。 

 一般供給先店舗および西友店舗は、３店舗閉鎖し118店舗となりましたが、前年同期と比べ夏物商品を中心に新

商品が増えたこと、また既存店店頭売上高が前年を超過したことで、カバーしました。 

 ファミリーマートでは、ハンカチ・肌着を中心とした猛暑対応の緊急需要を中心に好調に推移いたしました。 

  

③ 欧州地域事業 

 欧州地域事業の営業収益は34億18百万円（同1.2％増）、セグメント損失は０百万円（前年同期は83百万円の損

失）となりました。 

 欧州地域の出退店は、ありませんでした。 

  

④ アジア地域事業 

 アジア地域事業の営業収益は66億76百万円（同36.6％増）、セグメント利益５億60百円（同50.6％増）となり

ました。 

 一部の国を除き、ほぼ既存店売上高前年同期比が２桁伸長し、好調に推移しました。特に衣服・雑貨におい

て、前年同期に比べ早期に適正在庫を確保できたことで、機会ロス、値下ロスが削減し売上高の伸びに貢献しま

した。 

 アジア地域の出退店は、中国で２店舗（直営店）、韓国１店舗（直営店）、台湾２店舗（直営店）、インドネ

シア２店舗（供給店）の出店があり、期末店舗数は84店舗となりました。 

  

⑤ その他地域事業 

 その他地域事業の営業収益は４億75百万円（同19.7％増）、セグメント利益は５百万円（前年同期は38百万円

の損失）となりました。 

 その他地域のアメリカ合衆国では、市場環境の好転にも支えられ、大きく売上を伸ばすことができました。 

 その他地域店舗の出退店はありませんでした。 

  

⑥ その他事業 

その他事業の営業収益は39億40百万円（同3.5％増）、セグメント利益は７億92百万円（同10.2％増）となりまし

た。 

 当社の事業であるカフェミール事業については、初の単独路面店舗となる「Cafe＆Meal MUJI南青山」を含め、

２店舗の新規出店を行い、売上が伸長しました。 

 グループ会社の「無印良品の家」販売事業を行うムジ・ネット株式会社においては、住宅エコポイント等の政

府の施策が追い風となり、売上は伸長しました。一方、先行的な経費の伸びを吸収できず減益となりました。 

 株式会社花良品は、店舗の閉鎖もあり引き続き業績は厳しい状況になりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、993億75百万円となり、前連結会計年度末に比

べ18億94百万円（前年度末比1.9％増）増加いたしました。負債は187億34百万円と２億45百万円（同1.3％減）減

少、また純資産は806億41百万円と21億39百万円（同2.7％増）増加いたしました。これは主に、たな卸資産の増加

と利益剰余金の増加によるものであります。  

 ②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219億20百万円（前年同

期252億59百万円）となり、前連結会計年度末に比べ13億23百万円減少しました。  
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  また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

 営業活動の結果増加した資金は、24億９百万円（前年同期は33億10百万円の増加）となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純利益70億27百万円に対し、たな卸資産の増加33億68百万円の増加によるもので

す。  

 [投資活動によるキャッシュ・フロー] 

 投資活動の結果支出した資金は、19億91百万円（前年同期は21億３百万円の支出）となりました。 

これは主に、新規店舗出店等に伴う有形固定資産の取得10億３百万円と敷金等の支出６億63百万円、及びネット

ストアの機能強化等によるソフトウェアの取得５億56百万円によるものです。   

  [財務活動によるキャッシュ・フロー] 

 財務活動の結果支出した資金は、17億23百万円（前年同期は18億９百万円の支出）となりました。 

これは主に、配当金の支払14億73百万円によるものです。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 当社は、平成23年７月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要  

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理  

1）棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切り下げを行う方法、又は、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末

において帳簿価額を処分見込額まで切下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと

認められるものに限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法によっております。 

2）固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、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。 

3）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  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の著しい変化が生じておら

ず、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場合については、前連結会計年度決算にお

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しております。  

 また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合

については、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変

化の影響を加味したものを利用しております。 

②特有の会計処理 

  税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

1）資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は軽微であります。 

2）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

② 表示方法の変更 

1）四半期連結損益計算書 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純

利益」の科目を表示しております。   

2）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 従来、区分掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「預り保証金の返還による支

出」、「預り保証金の受入による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、「投資活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含めて表示することといたしました。なお、当第２四半期連結累計期間における

「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「預り保証金の返還による支出」、「預り保

証金の受入による収入」はそれぞれ△11百万円、０百万円であります。  
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３．四半期連結財務諸表 
（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23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,454 14,258

受取手形及び売掛金 4,573 5,164

有価証券 8,521 9,037

商品 21,731 18,334

仕掛品 8 38

貯蔵品 21 22

未収入金 4,892 4,616

その他 4,101 3,347

貸倒引当金 △5 △17

流動資産合計 57,299 54,802

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,511 19,824

減価償却累計額 △11,358 △11,477

建物及び構築物（純額） 8,153 8,346

機械装置及び運搬具 1,746 1,698

減価償却累計額 △1,362 △1,309

機械装置及び運搬具（純額） 384 388

工具、器具及び備品 9,766 10,515

減価償却累計額 △7,762 △8,350

工具、器具及び備品（純額） 2,003 2,165

土地 1,038 1,038

建設仮勘定 73 93

その他（純額） 9 12

有形固定資産合計 11,662 12,044

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 3,589 3,596

無形固定資産合計 3,590 3,596

投資その他の資産   

投資有価証券 9,703 10,825

敷金及び保証金 14,867 14,430

その他 2,447 1,979

貸倒引当金 △195 △198

投資その他の資産合計 26,823 27,036

固定資産合計 42,076 42,678

資産合計 99,375 97,481
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,133 9,840

短期借入金 － 244

未払法人税等 2,885 2,769

賞与引当金 121 143

役員賞与引当金 37 42

店舗閉鎖損失引当金 － 225

その他 4,956 5,105

流動負債合計 18,133 18,370

固定負債   

役員退職慰労引当金 116 138

解約不能賃借契約損失引当金 159 160

その他 324 310

固定負債合計 600 608

負債合計 18,734 18,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,766 6,766

資本剰余金 10,122 10,122

利益剰余金 69,026 66,280

自己株式 △3,964 △3,964

株主資本合計 81,950 79,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △976 △302

為替換算調整勘定 △1,962 △1,987

評価・換算差額等合計 △2,939 △2,290

新株予約権 258 244

少数株主持分 1,373 1,344

純資産合計 80,641 78,502

負債純資産合計 99,375 97,481
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 81,854 85,512

売上原価 44,909 46,499

売上総利益 36,944 39,012

営業収入 306 339

営業総利益 37,251 39,352

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,538 2,011

配送及び運搬費 3,561 3,609

従業員給料及び賞与 8,503 8,775

役員賞与引当金繰入額 30 37

借地借家料 8,651 8,951

減価償却費 1,562 1,481

貸倒引当金繰入額 2 －

その他 6,907 7,480

販売費及び一般管理費合計 31,757 32,347

営業利益 5,493 7,004

営業外収益   

受取利息 14 14

受取配当金 200 193

持分法による投資利益 86 111

その他 52 41

営業外収益合計 353 360

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 180 38

その他 9 7

営業外費用合計 190 46

経常利益 5,656 7,318

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 15

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 201

解約不能賃借契約損失引当金戻入額 154 －

その他 7 －

特別利益合計 162 217
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 43 110

災害による損失 － 386

貸倒引当金繰入額 78 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 128 －

その他 1 11

特別損失合計 252 508

税金等調整前四半期純利益 5,566 7,027

法人税等 2,314 2,777

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,249

少数株主利益又は少数株主損失（△） △73 30

四半期純利益 3,325 4,219
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 37,083 40,419

売上原価 20,191 22,202

売上総利益 16,892 18,217

営業収入 166 190

営業総利益 17,059 18,407

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 816 971

配送及び運搬費 1,453 1,502

従業員給料及び賞与 4,252 4,468

役員賞与引当金繰入額 14 24

借地借家料 4,255 4,508

減価償却費 803 750

貸倒引当金繰入額 2 －

その他 3,414 3,756

販売費及び一般管理費合計 15,014 15,982

営業利益 2,045 2,425

営業外収益   

受取利息 6 7

受取配当金 40 40

持分法による投資利益 48 48

その他 34 21

営業外収益合計 130 117

営業外費用   

支払利息 △0 0

為替差損 176 66

その他 8 4

営業外費用合計 184 71

経常利益 1,991 2,471

特別利益   

前期損益修正益 △0 －

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 △56 8

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 3

解約不能賃借契約損失引当金戻入額 154 －

その他 7 －

特別利益合計 105 12
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（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 27 94

災害による損失 － 12

貸倒引当金繰入額 78 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 103 －

その他 1 2

特別損失合計 211 109

税金等調整前四半期純利益 1,886 2,373

法人税等 768 939

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,434

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27 24

四半期純利益 1,145 1,410
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31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 5,566 7,027

減価償却費 1,322 1,199

ソフトウェア投資等償却 316 376

のれん償却額 0 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △15

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △22

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 124 △225

解約不能賃借契約損失引当金の増減額（△は減
少）

△183 －

受取利息及び受取配当金 △215 △207

支払利息 0 0

為替差損益（△は益） 2 49

持分法による投資損益（△は益） △86 △111

固定資産除却損 43 147

関係会社株式売却損益（△は益） 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,377 294

たな卸資産の増減額（△は増加） 92 △3,368

仕入債務の増減額（△は減少） △3,303 316

その他の資産の増減額（△は増加） △586 △734

その他の負債の増減額（△は減少） △160 89

新株予約権 23 28

その他 △43 11

小計 5,294 4,852

利息及び配当金の受取額 301 306

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △2,284 △2,749

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,310 2,409

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 △0 △28

定期預金の払戻による収入 39 26

有形固定資産の取得による支出 △1,528 △1,003

有形固定資産の売却による収入 6 12

店舗借地権及び敷金等の支出 △408 △663

店舗敷金等回収による収入 199 230

無形固定資産等の取得による支出 △422 △556

預り保証金の返還による支出 △0 －

預り保証金の受入による収入 0 －

関係会社株式の取得による支出 △0 －

関係会社株式の売却による収入 11 －
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

その他 － △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,103 △1,991

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） △274 △246

リース債務の返済による支出 △4 △3

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △1,530 △1,473

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,809 △1,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 △247 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △848 △1,323

現金及び現金同等物の期首残高 26,108 23,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,259 21,920
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 該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）  

   当連結グループは「無印良品販売事業」のみの単一事業区分となっているため該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）  

   当連結グループは「無印良品販売事業」のみの単一事業区分となっているため該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

（注）１．国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域       

     ヨーロッパ ……… イギリス、フランス、イタリア、ドイツ 

        アジア ……… 香港、シンガポール、韓国、中国 

      その他の地域 …… アメリカ合衆国 

          

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の
地域 

（百万円）

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

営業収益               

(1）外部顧客に対する営業収益  32,819  1,704  2,508  217  37,250  －  37,250

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 308  －  1,886  －  2,194  △2,194  －

計  33,128  1,704  4,394  217  39,444  △2,194    37,250

営業利益又は営業損失（△）  1,729  △4  344  △10  2,058  △12  2,045

  
日本 

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の
 地域 

（百万円）

計
（百万円） 

 消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

営業収益               

(1）外部顧客に対する営業収益  73,493  3,378  4,892  397  82,161  －  82,161

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 447  －  4,006  －  4,454  △4,454  －

計  73,941  3,378  8,898  397  86,615  △4,454  82,161

営業利益又は営業損失（△）  5,144  △83  512  △38  5,535  △41  5,493
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前第２四半期連結会計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

  

  前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至  平成22年８月31日） 

 （注）１． 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

    ２． 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

           ヨーロッパ ……… イギリス、フランス、イタリア、ドイツ 

           アジア ……… 香港、シンガポール、韓国、中国 

           その他の地域 ……… アメリカ合衆国  

  

【海外売上高】

  ヨーロッパ アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外営業収益（百万円）       1,704       2,541        242       4,488

Ⅱ 連結営業収益（百万円）             37,250

 Ⅲ 連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合（％） 
        4.58            6.82            0.65           12.05

  ヨーロッパ アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外営業収益（百万円）       3,378       4,963         435       8,777

Ⅱ 連結営業収益（百万円）            82,161

 Ⅲ 連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合（％） 
        4.11            6.04            0.53           10.68
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１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは無印良品事業を主たる事業として、「国内直営事業」「国内供給事業」「欧州地域事業」「アジア

地域事業」「その他地域事業」を主な報告セグメントとしてグループ戦略を立案し、事業活動を展開しております。

なお、各報告セグメントに区分される事業は以下のとおりであります。 

  国内直営事業・・・日本国内の直営店舗およびインターネットにて商品販売を行う事業 

  国内供給事業・・・日本国内の無印良品ライセンス供与先へ商品卸売りを行う事業 

  欧州地域事業・・・欧州地域において商品販売を行う事業 

  アジア地域事業・・・アジア地域において商品販売を行う事業 

  その他地域事業・・・欧州、アジア地域以外において商品販売を行う事業   

       

２．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外供給事業、飲食事業、キャ

ンプ事業、生花販売事業、住宅販売事業、調達物流事業、ＩＤＥＥ事業を含んでおります。        

２．セグメント利益又は損失の調整額△134百万円にはセグメント間取引消去△134百万円、のれんの償却額０百

万円が含まれております。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31日） 

【セグメント情報】

  

  

報告セグメント
その他 

(百万円) 

(注)１ 

調整額 

(百万円) 

(注)２ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額
(百万円)
(注)３ 

国内 
直営事業 
(百万円) 

国内 
供給事業 
(百万円) 

欧州 
地域事業
(百万円)

アジア
地域事業
(百万円)

その他
地域事業
(百万円)

計
(百万円)

営業収益          

(1)外部顧客へ

の営業収益 
 57,986  13,354 3,418 6,676 475  81,911  3,940  －  85,852

(2)セグメント

間の内部営業収

益又は振替高  

 5  1 － － － 7  7,138  △7,145 －

計   57,992  13,356 3,418 6,676 475 81,918  11,079  △7,145 85,852

セグメント利益 

又は損失（△）  
 4,774  1,007 △0 560 5  6,347  792   △134  7,004

  

  

報告セグメント
その他 

(百万円) 

(注)１ 

調整額 

(百万円) 

(注)２ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額
(百万円)
(注)３ 

国内 
直営事業 
(百万円) 

国内 
供給事業 
(百万円) 

欧州 
地域事業
(百万円)

アジア
地域事業
(百万円)

その他
地域事業
(百万円)

計
(百万円)

営業収益          

(1)外部顧客へ

の営業収益 
 27,354  5,827 1,716 3,399 258  38,555  2,054  －  40,609

(2)セグメント

間の内部営業収

益又は振替高  

 5  0 － － － 5  3,411  △3,416 －

計   27,359  5,827 1,716 3,399 258 38,560  5,465  △3,416 40,609

セグメント利益   1,388  437 27 279 14  2,146  339   △61  2,425
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（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外供給事業、飲食事業、キャ

ンプ事業、生花販売事業、住宅販売事業、調達物流事業、ＩＤＥＥ事業を含んでおります。        

２．セグメント利益の調整額△61百万円にはセグメント間取引消去△60百万円、のれんの償却額０百万円が含ま

れております。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失）  

  該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

  該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。  

  

  該当事項はありません。  

  

（６）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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（１）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績（売上高）をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） １.上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

    ２.上記の金額は、売上高の金額であり、営業収入は含まれておりません。 

    ３.前年同四半期比は、前第２四半期連結会計期間の数値をセグメント変更後の数値に組み替えた上で 

     比較を行っております。 

    ４.売上高の商品別の構成は次のとおりであります。  

（注） １.上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

    ２.上記の金額は、売上高の金額であり、営業収入は含まれておりません。  

４．補足情報

セグメントの名称 売上高（百万円） 前年同四半期比（％） 

国内直営事業 

直営  25,343  108.7

ＷＥＢ  1,970  115.2

小計  27,314  109.1

国内供給事業  5,807  100.3

欧州地域事業 

イギリス  664  99.8

フランス  488  100.3

ドイツ  264  103.6

イタリア  264  101.9

小計  1,682  100.8

アジア地域事業 

香港  1,423  129.0

中国  1,242  175.4

韓国  425  110.6

シンガポール  306  99.4

小計  3,397  135.7

その他地域事業 アメリカ合衆国  253  117.8

報告セグメント計  38,454  109.2

その他  1,965  104.7

合計  40,419  109.0

  売上高（百万円） 前年同四半期比（％） 

衣服・雑貨  9,377  105.4

生活雑貨  25,645  112.3

食品  3,414  101.5

その他  1,982  99.4

合計  40,419  109.0
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 （２）仕入の状況 

（注） １.上記の金額は、内部取引消去前の数値であります。  

    ２.上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

    ３.前年同四半期比は、前第２四半期連結会計期間の数値をセグメント変更後の数値に組み替えた上で 

     比較を行っております。    

  

セグメントの名称 仕入高（百万円） 前年同四半期比（％） 

国内直営事業   13,855  117.6

国内供給事業   4,381   105.2

欧州地域事業    1,087   158.8

アジア地域事業   2,339  134.4

その他地域事業   110   105.2

報告セグメント計   21,773  117.8

その他    3,636   130.9

合計   25,410  119.5
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