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(百万円未満切捨て)
１．2021年11月期の連結業績（2020年12月１日～2021年11月30日）

（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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期 43,636 7.1 1,619 89.1 1,834 97.6 1,407 199.3

2020年11月期 40,727 △11.4 856 △50.6 928 △47.8 470 △66.5

(注) 包括利益 2021年11月期 2,346 百万円 ( －％) 2020年11月期 129 百万円 ( △78.0％)

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 ％ ％ ％

2021年11月期 51.41 － 4.3 4.1 3.7

2020年11月期 17.17 － 1.5 2.0 2.1

(参考) 持分法投資損益 2021年11月期 65百万円 2020年11月期 37百万円

（２）連結財政状態

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

2021年11月期 45,938 33,914 73.7 1,240.70

2020年11月期 43,699 32,015 73.1 1,167.21

(参考) 自己資本 2021年11月期 33,858百万円 2020年11月期 31,958百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

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

2021年11月期 2,644 △401 △1,380 11,020

2020年11月期 2,462 △16 △1,878 10,052

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

2020年11月期 － 13.25 － 4.75 18.00 502 104.8 1.5

2021年11月期 － 9.00 － 17.00 26.00 724 50.6 2.2

2022年11月期(予想) － 13.50 － 13.50 27.00 50.8

３．2022年11月期の連結業績予想（2021年12月１日～2022年11月30日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 45,000 3.1 1,800 11.1 1,850 0.9 1,450 3.0 53.13

　



※ 注記事項

（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

　 新規 －社 (社名) － 、除外 －社 (社名) －

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年11月期 30,800,000 株 2020年11月期 30,800,000 株

② 期末自己株式数 2021年11月期 3,510,000 株 2020年11月期 3,420,060 株

③ 期中平均株式数 2021年11月期 27,372,477 株 2020年11月期 27,379,940 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざま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いては、添付資料５ページ「１．

経営成績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください。

また当社及び当社の一部のグループ会社は、「株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)」及び「役員報酬ＢＩＰ信託」を導

入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)と日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信

託口)がそれぞれ所有する当社株式については、自己株式に含めております。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度(2020年12月１日～2021年11月30日)における経営環境は、新型コロナウイルス感染症に対するワ

クチン接種が進み、景気の持ち直しが期待されているものの、同感染症の新たな変異株が発生し、各地で感染が再

拡大するなど、依然として不透明な状況が続きました。

　このような状況の中、主に服飾資材と生活産業資材を扱う当社グループにおきましては、百貨店・量販店による

休業や在庫調整、当社主力商品のハトメ・ホックの原材料である銅などの原材料費の高騰、半導体不足による自動

車メーカーの減産・生産停止といった当社グループにとって厳しい状況でありました。しかし一方で、流行に左右

されないベビー服、メディカルウェア、作業服関連のビジネスが好調に推移しました。また、廃漁網をリサイクル

した素材「リアミド®」を使用した付属品・生地の開発・販売をはじめとしたモリトグループの環境へのコミット

「C.O.R.E.」の推進、スケートボード、ヨガ、フィッシングといったスポーツ・レジャー関連商品への注力など、

新たな事業活動を通じた「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成と収益力の強化、不採算事業の見直しを継続的に尽

力してまいりました。

　その結果、当連結会計年度の業績は、売上高436億３千６百万円(前年同期比7.1%増)、営業利益16億１千９百万

円(前年同期比89.1%増)、経常利益18億３千４百万円(前年同期比97.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益14億

７百万円(前年同期比199.3%増)となりました。

　なお、当連結会計年度における、海外子会社の連結財務諸表作成に係る収益及び費用の換算に用いた為替レート

は、次のとおりです。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

米ドル 104.51 (108.76) 106.09 (108.87) 109.52 (107.63) 110.10 (106.22)

ユーロ 124.58 (120.32) 127.80 (120.09) 131.93 (118.58) 129.82 (124.08)

中国元 15.81 (15.44) 16.38 (15.59) 16.96 (15.17) 17.02 (15.35)

香港ドル 13.48 (13.90) 13.68 (14.01) 14.10 (13.89) 14.16 (13.71)

台湾ドル 3.67 (3.57) 3.78 (3.62) 3.91 (3.60) 3.95 (3.62)

ベトナムドン 0.0045 (0.0047) 0.0046 (0.0047) 0.0048 (0.0046) 0.0048 (0.0046)

タイバーツ 3.42 (3.59) 3.50 (3.48) 3.50 (3.37) 3.35 (3.39)

メキシコペソ 5.08 (5.65) 5.21 (5.49) 5.47 (4.63) 5.50 (4.81)

(注) () 内は前年同期の換算レートです。
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セグメントの業績は次のとおりです。

(日本)

　服飾資材関連では、バッグ・靴向け付属品の売上高が減少しましたが、作業服向け付属品、スポーツウェア向け

付属品、レジャー関連商品向け付属品の売上高は増加しました。

　生活産業資材関連では、自動車内装部品、均一価格小売店向け商品、マウスパッドなどのPC関連商品、サーフィ

ン・スケートボード関連商品の売上高が増加しました。

　その結果、売上高は302億２千９百万円(前年同期比4.9%増)となりました。

(アジア)

　服飾資材関連では、中国・香港での北欧向け作業服関連付属品、欧米向けベビー服関連付属品、大手量販店向け

付属品の売上高が増加しました。

　生活産業資材関連では、中国での日系自動車メーカー向け自動車内装部品の売上高が減少しました。

　その結果、売上高は80億５千４百万円(前年同期比11.5%増)となりました。

(欧米)

　服飾資材関連では、作業服向け付属品、レジャー関連商品向け付属品の売上高が増加しました。

　生活産業資材関連では、日系自動車メーカー向け自動車内装部品の売上高が増加しました。

　その結果、売上高は53億５千３百万円(前年同期比14.1%増)となりました。

（２）当期の財政状態の概況

総資産は、459億３千８百万円となり前連結会計年度末比22億３千８百万円増加しました。

　流動資産につきましては、269億５千７百万円となり前連結会計年度末比14億６千１百万円増加しました。これ

は主に、現金及び預金が９億７千８百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が６億９千２百万円増加したこと、

原材料及び貯蔵品が１億４千１百万円増加したこと、商品及び製品が３億４千８百万円減少したことによります。

　固定資産につきましては、189億８千万円となり前連結会計年度末比７億７千８百万円増加しました。これは主

に、投資有価証券が５億４千４百万円増加したこと、土地が５億１千７百万円増加したこと、のれんが１億２千９

百万円減少したことによります。

　流動負債につきましては、75億７百万円となり前連結会計年度末比５億８千万円増加しました。これは主に、未

払法人税等が３億８千５百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が１億９千７百万円増加したことによります。

　固定負債につきましては、45億１千５百万円となり前連結会計年度末比２億４千１百万円減少しました。これは

主に、長期借入金が３億９千４百万円減少したこと、繰延税金負債が２億９百万円増加したことによります。

　純資産につきましては、339億１千４百万円となり前連結会計年度末比18億９千９百万円増加しました。

　なお、自己資本比率は前連結会計年度の73.1%から73.7%と0.6ポイント増加しました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動によるキャッシュ・フローは、26億４千４百万円の収支プラス(前連結会計年度24億６千２百万円の収

支プラス)となりました。これは主に、売上債権の増加により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益の

獲得及び減価償却費の計上により資金が増加したものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動によるキャッシュ・フローは、４億１百万円の収支マイナス(前連結会計年度１千６百万円の収支マイ

ナス)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得により

資金が減少したものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動によるキャッシュ・フローは、13億８千万円の収支マイナス(前連結会計年度18億７千８百万円の収支

マイナス)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出、配当金の支払及び社債の償還による支出に

より資金が減少したものであります。

　上記の結果、現金及び現金同等物は前期末に比べて９億６千８百万円増加し、期末残高は110億２千万円となり

ました。

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

2019年11月期 2020年11月期 2021年11月期

自己資本比率 69.2% 73.1% 73.7%

時価ベースの自己資本比率 46.4% 38.3% 38.1%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

106.0% 116.9% 81.2%

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

473.8倍 175.4倍 245.6倍

(注) 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

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち社債、及び借入金を対象としております。

※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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（４）今後の見通し

　当社グループにおきまして、当連結会計年度は『存在価値を創造する、あたらしい「モリトグループ」の実現』

を経営ビジョンとしてまいりました。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、経済活動に一定の制限が生じておりますが、第８次中期経営計画

(2022年11月期から2026年11月期の５年間)にて定めました2026年11月期連結売上高500億円、連結営業利益25億円

を目指し、移り変わりの早い市場や新しい生活様式にも対応すべく各種施策に取り組んでまいります。

　2022年11月期の当社グループの通期見通しにつきましては、感染症の流行再拡大、米中貿易摩擦など、世界経済

の先行きが不透明な中ではありますが、基軸商品に加え、機能性、サステイナブルやエコにこだわった付加価値商

品の販売に注力し、連結業績は2021年11月期を上回る、売上高450億円、営業利益18億円、経常利益18.5億円、親

会社株主に帰属する当期純利益14.5億円を予想しております。

※今後の見通しに関する留意事項

　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に基づき作成したものであり、実際の業績等は、新

型コロナウイルス感染症の再拡大など、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。予想値に変

更が生じる場合は速やかに開示いたします。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社の利益配分に関する基本方針は、健全な経営基盤や財務体質の強化と収益性の向上とともに、株主への利益

還元を経営上の重要課題と認識しております。また、内部留保金は将来の企業価値を高めるために既存のコア事業

の拡大や新規事業・Ｍ＆Ａ等に備えて充実を図り、長期的成長に向けた投資等に活用いたします。

　利益配当金は、財務状況や純資産等を勘案して決定いたします。

・継続的配当の実現

・連結自己資本配当率(DOE)1.5%を維持

・業績状況等により親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向は50%以上を基準

（ただし、特別な損益等の特殊要因により税引き後の親会社株主に帰属する当期純利益が大きく変動する事業年度

につきましてはその影響を考慮し配当額を決定いたします。)

　また、当社の自己株式取得及び消却につきましては、株主還元の更なる充実を図っていく観点から、当社の収支

状況や株価水準などを勘案しながら、弾力的な実施を引き続き検討してまいります。

　当期の期末配当金につきましては、１株当たり17円として、2022年２月25日開催の定時株主総会にお諮りする予

定であります。なお、当期における中間配当金は、１株当たり９円で実施しておりますので、当期における年間配

当金は１株当たり26円となる予定であります。

　次期の配当金につきましては、上記の利益配分に関する基本方針にのっとり、中間配当金13円50銭、期末配当金

13円50銭、合わせて年間配当金27円を予定しております。
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社及び子会社21社、関連会社１社で構成され、身の回り品を中心とする生活関連資材の製造及

び販売を主な事業内容としており、服飾資材や輸送用機器・映像機器・文具・ＯＡ機器向け等の生活資材の製造及び

販売、流通小売関連としてホームセンターや百貨店等の量販店・小売店を販路にした生活関連商品の販売、厨房機器

のレンタル・販売・清掃等の事業活動を展開しております。

◎連結子会社 20社 ○非連結子会社 １社 □持分法適用関連会社 １社

(日本)

◎モリトジャパン㈱…服飾資材・生活産業資材の販売

◎エース工機㈱…厨房機器レンタル・販売・清掃

◎㈱マテックス…アパレル副資材製造・デザイン・印字、HP・各種サイト企画制作、DTP印刷、グラフィックデザイ

ン企画制作

◎㈱52DESIGN…バッグ・小物・衣服・家具及び雑貨の製造・販売

◎㈱マニューバーライン…マリンレジャー、スノーボード、アパレル用品等の輸入販売及び卸売

◎㈱キャンバス…㈱マニューバーラインの子会社(100%出資)でアパレル用品等の輸入販売及び卸売

□クラレファスニング㈱…面ファスナーの製造及び販売

(アジア)

◎MORITO SCOVILL HONG KONG COMPANY LIMITED…服飾資材・生活産業資材の販売

◎摩理都工貿(深圳)有限公司…MORITO SCOVILL HONG KONG COMPANY LIMITEDの子会社(100%出資)で服飾資材・生活産

業資材の製造

◎台湾摩理都股份有限公司…服飾資材・生活産業資材の販売

◎佳耐美国際貿易(上海)有限公司…服飾資材・生活産業資材の販売

◎KANE-M DANANG CO.,LTD.…服飾資材・生活産業資材の製造及び販売・レンタル用工場の運営

◎KANE-M(THAILAND)CO.,LTD.…服飾資材・生活産業資材の販売

◎上海新世美得可國際貿易有限公司…㈱マテックスの子会社(100%出資)でアパレル副資材製造・デザイン・印字の中

国国内外への販売

○MATEX BANGKOK CO.,LTD…㈱マテックスの子会社(100%出資)でアパレル副資材製造・デザイン・印字のタイ国内外

への販売

◎GSG (SCOVILL) FASTENERS ASIA LIMITED…MORITO SCOVILL AMERICAS,LLCの子会社(100%出資)で服飾資材・生活産

業資材の販売

◎SCOVILL FASTENERS INDIA PVT.LTD…MORITO SCOVILL AMERICAS,LLCの子会社(100%出資)で服飾資材・生活産業資材

の販売

(欧米)

◎KANE-M, INC.…生活産業資材の販売

◎MORITO(EUROPE)B.V.…服飾資材・生活産業資材の販売

◎MORITO SCOVILL AMERICAS,LLC…服飾資材・生活産業資材の製造及び販売

◎SCOVILL FASTENERS UK LIMITED…MORITO SCOVILL AMERICAS,LLCの子会社(100%出資)で服飾資材・生活産業資材の

販売

◎MORITO SCOVILL MEXICO S.A. de C.V.…KANE-M, INC.(89.4%出資)及びMORITO SCOVILL AMERICAS,LLC(10.6%出資)

の子会社で自動車内装品及びアパレル付属品の販売

(注) MATEX BANGKOK CO.,LTDは、現在清算手続き中であります。
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３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。

　なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,125,070 11,103,207

受取手形及び売掛金 9,957,014 10,649,689

商品及び製品 3,938,285 3,590,130

仕掛品 327,184 352,442

原材料及び貯蔵品 456,382 598,032

その他 733,414 707,446

貸倒引当金 △40,942 △43,235

流動資産合計 25,496,410 26,957,713

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,463,749 7,650,091

減価償却累計額 △3,456,342 △3,735,844

建物及び構築物（純額） 4,007,407 3,914,246

機械装置及び運搬具 2,271,573 2,377,636

減価償却累計額 △1,575,838 △1,764,313

機械装置及び運搬具（純額） 695,734 613,323

工具、器具及び備品 2,354,404 2,362,025

減価償却累計額 △1,878,222 △1,973,146

工具、器具及び備品（純額） 476,181 388,878

土地 4,076,183 4,594,174

リース資産 146,782 111,742

減価償却累計額 △90,491 △73,727

リース資産（純額） 56,291 38,015

使用権資産 384,915 509,268

減価償却累計額 △135,111 △263,468

使用権資産（純額） 249,803 245,800

建設仮勘定 4,382 82,532

有形固定資産合計 9,565,985 9,876,970

無形固定資産

のれん 2,561,362 2,432,266

リース資産 7,565 5,708

その他 1,082,213 1,031,775

無形固定資産合計 3,651,142 3,469,750

投資その他の資産

投資有価証券 3,940,908 4,485,900

長期貸付金 54,000 48,000

繰延税金資産 417,186 462,373

退職給付に係る資産 221,671 241,832

その他 418,693 504,360

貸倒引当金 △67,945 △108,676

投資その他の資産合計 4,984,514 5,633,790

固定資産合計 18,201,643 18,980,511

繰延資産 1,400 －

資産合計 43,699,454 45,938,224
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,255,918 4,453,854

短期借入金 50,000 50,000

１年内償還予定の社債 200,000 －

１年内返済予定の長期借入金 530,000 394,620

未払法人税等 98,125 483,951

賞与引当金 184,683 286,425

役員賞与引当金 50,841 86,065

その他 1,557,809 1,752,857

流動負債合計 6,927,378 7,507,774

固定負債

長期借入金 2,097,922 1,703,302

繰延税金負債 1,019,472 1,229,154

再評価に係る繰延税金負債 275,959 275,959

株式給付引当金 37,453 32,274

役員退職慰労引当金 62,099 32,158

役員株式給付引当金 75,432 91,650

環境対策引当金 18,974 20,075

退職給付に係る負債 918,297 911,731

その他 251,123 219,273

固定負債合計 4,756,735 4,515,579

負債合計 11,684,114 12,023,354

純資産の部

株主資本

資本金 3,532,492 3,532,492

資本剰余金 3,507,603 3,507,603

利益剰余金 25,703,378 26,726,521

自己株式 △2,227,056 △2,289,615

株主資本合計 30,516,416 31,477,001

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 945,536 1,321,667

繰延ヘッジ損益 118 4,612

土地再評価差額金 451,115 451,115

為替換算調整勘定 112,743 641,116

退職給付に係る調整累計額 △67,659 △36,922

その他の包括利益累計額合計 1,441,855 2,381,589

新株予約権 57,067 56,280

非支配株主持分 － －

純資産合計 32,015,339 33,914,870

負債純資産合計 43,699,454 45,938,224
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30日)

売上高 40,727,340 43,636,848

売上原価 30,153,485 32,235,770

売上総利益 10,573,854 11,401,077

販売費及び一般管理費

給料 3,317,633 3,281,014

賞与 518,167 609,669

福利厚生費 765,766 782,211

退職給付費用 187,652 220,126

役員賞与引当金繰入額 63,357 82,867

役員退職慰労引当金繰入額 7,975 5,033

役員株式給付引当金繰入額 19,003 16,217

通信費 117,786 108,031

運賃及び荷造費 1,397,117 1,461,317

貸倒引当金繰入額 11,479 41,265

支払手数料 784,050 646,752

賃借料 177,487 154,391

減価償却費 539,807 510,657

その他 1,810,101 1,861,736

販売費及び一般管理費合計 9,717,387 9,781,293

営業利益 856,467 1,619,783

営業外収益

受取利息 14,108 9,721

受取配当金 79,325 85,538

不動産賃貸料 66,643 68,812

持分法による投資利益 37,208 65,078

雇用調整助成金 63,301 111,854

その他 71,662 58,855

営業外収益合計 332,250 399,860

営業外費用

支払利息 14,437 10,700

売上割引 65,753 59,080

貸与資産減価償却費 37,260 22,579

為替差損 60,798 34,895

その他 82,312 58,128

営業外費用合計 260,563 185,384

経常利益 928,154 1,834,260
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30日)

特別利益

固定資産売却益 867 360

投資有価証券売却益 15,263 378,617

新株予約権戻入益 630 787

特別利益合計 16,761 379,764

特別損失

固定資産売却損 17,526 29

固定資産除却損 40,152 30,879

投資有価証券売却損 － 139

ゴルフ会員権売却損 1,080 －

投資有価証券評価損 16,080 －

ゴルフ会員権評価損 5,374 200

減損損失 － 16,926

事業再編損 31,928 34,365

新型コロナウイルス感染症による損失 26,561 9,456

特別損失合計 138,703 91,997

税金等調整前当期純利益 806,212 2,122,027

法人税、住民税及び事業税 416,227 771,950

法人税等調整額 △80,113 △57,129

法人税等合計 336,114 714,820

当期純利益 470,097 1,407,207

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 470,097 1,407,207

　



モリト株式会社(9837) 2021年11月期 決算短信

13

連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30日)

当期純利益 470,097 1,407,207

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △239,898 376,130

繰延ヘッジ損益 △828 4,493

為替換算調整勘定 △57,556 528,372

退職給付に係る調整額 △41,935 30,736

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 △340,219 939,734

包括利益 129,877 2,346,941

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 129,877 2,346,941

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年12月１日 至 2020年11月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,532,492 3,503,243 26,072,687 △2,222,696 30,885,726

当期変動額

剰余金の配当 △732,691 △732,691

親会社株主に帰属する

当期純利益
470,097 470,097

自己株式の取得 △31,120 △31,120

自己株式の処分 4,360 26,760 31,120

連結範囲変更に伴う増

減額
△106,715 △106,715

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 4,360 △369,309 △4,360 △369,309

当期末残高 3,532,492 3,507,603 25,703,378 △2,227,056 30,516,416

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算調

整勘定

退職給付に

係る調整累

計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1,185,435 946 451,115 170,300 △25,723 1,782,074 57,697 － 32,725,498

当期変動額

剰余金の配当 △732,691

親会社株主に帰属する

当期純利益
470,097

自己株式の取得 △31,120

自己株式の処分 31,120

連結範囲変更に伴う増

減額
△106,715

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△239,898 △828 － △57,556 △41,935 △340,219 △630 － △340,849

当期変動額合計 △239,898 △828 － △57,556 △41,935 △340,219 △630 － △710,159

当期末残高 945,536 118 451,115 112,743 △67,659 1,441,855 57,067 － 32,015,339
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　当連結会計年度(自 2020年12月１日 至 2021年11月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,532,492 3,507,603 25,703,378 △2,227,056 30,516,416

当期変動額

剰余金の配当 △384,063 △384,063

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,407,207 1,407,207

自己株式の取得 △63,496 △63,496

自己株式の処分 937 937

連結範囲変更に伴う増

減額
－

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 1,023,143 △62,559 960,584

当期末残高 3,532,492 3,507,603 26,726,521 △2,289,615 31,477,001

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算調

整勘定

退職給付に

係る調整累

計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 945,536 118 451,115 112,743 △67,659 1,441,855 57,067 － 32,015,339

当期変動額

剰余金の配当 △384,063

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,407,207

自己株式の取得 △63,496

自己株式の処分 937

連結範囲変更に伴う増

減額
－

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
376,130 4,494 － 528,372 30,736 939,734 △787 － 938,946

当期変動額合計 376,130 4,494 － 528,372 30,736 939,734 △787 － 1,899,531

当期末残高 1,321,667 4,612 451,115 641,116 △36,922 2,381,589 56,280 － 33,914,870
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30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 806,212 2,122,027

減価償却費 962,214 937,238

減損損失 － 16,926

のれん償却額 237,745 237,327

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,929 97,841

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 511 15,313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,276 15,942

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,850 △29,941

株式給付引当金の増減額（△は減少） 5,629 △5,178

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 19,003 16,217

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,863 40,330

受取利息及び受取配当金 △93,434 △95,259

支払利息 13,888 10,700

雇用調整助成金 △63,301 △111,854

持分法による投資損益（△は益） △37,208 △65,078

新株予約権戻入益 △630 △787

固定資産売却損益（△は益） 16,658 △330

投資有価証券売却損益（△は益） △15,263 △378,477

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 1,080 －

投資有価証券評価損益（△は益） 16,080 －

ゴルフ会員権評価損 5,374 200

固定資産除却損 40,152 30,879

売上債権の増減額（△は増加） 1,811,874 △542,641

たな卸資産の増減額（△は増加） 370,029 310,449

仕入債務の増減額（△は減少） △599,590 19,780

その他 △313,206 197,485

小計 3,164,880 2,839,112

利息及び配当金の受取額 93,456 95,244

利息の支払額 △14,036 △10,767

雇用調整助成金の受取額 42,004 96,277

法人税等の支払額 △823,727 △375,843

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,462,577 2,644,023

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 － △79,000

定期預金の払戻による収入 220,295 88,596

投資有価証券の取得による支出 △27,811 △35,038

投資有価証券の売却による収入 61,929 473,619

有形固定資産の取得による支出 △251,301 △784,947

有形固定資産の売却による収入 34,274 967

無形固定資産の取得による支出 △81,873 △67,976

関係会社株式の売却による収入 29,287 －

貸付金の回収による収入 7,200 6,800

その他 △8,762 △4,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,761 △401,707
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
　至 2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △41,903 △21,165

リース負債の返済による支出 △150,370 △181,607

長期借入金の返済による支出 △553,334 △530,000

社債の償還による支出 △400,000 △200,000

自己株式の売却による収入 31,120 －

自己株式の取得による支出 △31,120 △63,496

配当金の支払額 △732,691 △384,063

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,878,299 △1,380,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,444 106,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 576,961 968,040

現金及び現金同等物の期首残高 9,442,330 10,052,070

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 32,779 －

現金及び現金同等物の期末残高 10,052,070 11,020,111
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

　該当事項はありません。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響拡大による会計上の見積りに与える影響）

　当連結会計年度(2020年12月１日～2021年11月30日)における経営環境は、新型コロナウイルス感染症に対するワ

クチン接種が進み、景気の持ち直しが期待されているものの、同感染症の新たな変異株が発生し、各地で感染が再

拡大するなど、依然として不透明な状況が続きました。

　このような状況の中、主に服飾資材と生活産業資材を扱う当社グループにおきましては、日本、アジア、欧米の

各セグメントにおいて、下記の想定に基づき、将来キャッシュ・フローを見積り、当連結会計年度における固定資

産(のれんを含む)に対する減損会計の適用に関する会計上の見積りを行っております。

　日本におきましては、2022年11月期の終盤以降から徐々に回復し、2023年11月期には2019年11月期並みに回復す

るものと想定をしております。

　アジアにおきましては、すでに回復傾向にあり、2022年11月期には2019年11月期並みに回復するものと想定をし

ております。

　欧米におきましては、アジアと同様に、2022年11月期には2019年11月期並みに回復するものと想定をしておりま

す。

　なお、現時点において入手可能な情報によって見積りを行っておりますが、今後、想定した回復見込み推移と実

際の推移とに差異が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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。

当社グループでは、身の回り品を中心とする生活関連資材の製造及び販売を主な事業内容としており、国内にお

いては主にモリトジャパンが、アジアにおいては主に中国、香港及び台湾の現地法人が、欧米においては主にアメ

リカ、オランダの現地法人が担当しております。当社及び現地法人等はそれぞれ独立した経営単位でありますが、

当社グループとしては各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、「日本」、「アジア」、「欧米」の３つの地域別セグメントから構成されており、

それぞれを報告セグメントとしております。

２. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されているセグメントの会計処理方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理方法と概ね同一

であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

Ⅰ 前連結会計年度(自 2019年12月１日 至 2020年11月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

(注)１,３

連結財務諸表
計上額
(注)２日本 アジア 欧米 計

売上高

外部顧客への売上高 28,810,688 7,225,029 4,691,622 40,727,340 － 40,727,340

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,285,134 2,194,204 54,330 3,533,668 △3,533,668 －

計 30,095,822 9,419,234 4,745,952 44,261,009 △3,533,668 40,727,340

セグメント利益又は損失(△) 868,563 255,957 △63,042 1,061,478 △205,011 856,467

セグメント資産 29,019,427 6,351,442 6,050,196 41,421,066 2,278,387 43,699,454

その他の項目

減価償却費 488,951 294,710 178,552 962,214 － 962,214

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

277,262 195,754 56,934 529,952 － 529,952

(注) １ セグメント利益の調整額△205,011千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△210,100千

円、その他5,088千円が含まれております。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ セグメント資産の調整額2,278,387千円には、セグメント間消去△8,932,180千円及び、各報告セグメント

に配分していない全社資産の金額11,210,568千円が含まれております。全社資産は、主に持株会社である

当社が保有する金融資産(現金及び預金、投資有価証券等)であります。

４ 一部の在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」を当連結会計年度の期首から適用しており、これ

により、リースの借手は、原則としてすべてのリースを資産及び負債として計上しております。

なお、この変更によるセグメントに与える影響は軽微であります。
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Ⅱ 当連結会計年度(自 2020年12月１日 至 2021年11月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

(注)１,３

連結財務諸表
計上額
(注)２日本 アジア 欧米 計

売上高

外部顧客への売上高 30,229,154 8,054,328 5,353,364 43,636,848 － 43,636,848

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,717,321 2,408,394 52,375 4,178,091 △4,178,091 －

計 31,946,475 10,462,723 5,405,740 47,814,939 △4,178,091 43,636,848

セグメント利益 1,375,514 401,180 56,929 1,833,625 △213,841 1,619,783

セグメント資産 30,798,110 6,091,162 6,691,907 43,581,180 2,357,044 45,938,224

その他の項目

減価償却費 410,717 314,565 211,954 937,238 － 937,238

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

791,151 173,213 106,048 1,070,413 － 1,070,413

(注) １ セグメント利益の調整額△213,841千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△213,877千

円、その他36千円が含まれております。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ セグメント資産の調整額2,357,044千円には、セグメント間消去△9,518,492千円及び、各報告セグメント

に配分していない全社資産の金額11,875,536千円が含まれております。全社資産は、主に持株会社である

当社が保有する金融資産(現金及び預金、投資有価証券等)であります。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)

１株当たり純資産額 1,167.21円 1,240.70円

１株当たり当期純利益 17.17円 51.41円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

－円 －円

(注) １ 「１株当たり純資産額」を算定するための普通株式の自己株式数につきましては、株式会社日本カストデ

ィ銀行(信託Ｅ口)が所有する当社株式(前連結会計年度376千株、当連結会計年度373千株)及び、日本マス

タートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)が所有する当社株式(前連結会計年度175千株、当

連結会計年度175千株)を含めております。

２ 「１株当たり当期純利益」を算定するための普通株式の期中平均自己株式数につきましては、株式会社日

本カストディ銀行(信託Ｅ口)が所有する当社株式(前連結会計年度376千株、当連結会計年度374千株)及

び、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)が所有する当社株式(前連結会計年

度166千株、当連結会計年度175千株)を含めております。

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記しておりません。

(注) 算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 32,015,339 33,914,870

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 57,067 56,280

(うち新株予約権(千円)) (57,067) (56,280)

(うち非支配株主持分(千円)) － －

普通株式に係る純資産額(千円) 31,958,271 33,858,590

普通株式の発行済株式数(千株) 30,800 30,800

普通株式の自己株式数(千株) 3,420 3,510

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)

27,379 27,290

(注) １株当たり純資産額を算定するための普通株式の自己株式数につきましては、株式会社日本カストデ

ィ銀行(信託Ｅ口)と日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)がそれぞれ所有

する当社株式を自己株式数に含めて算出しております。

２ １株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)

当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)

１株当たり当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 470,097 1,407,207

　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(千円)

470,097 1,407,207

　普通株式の期中平均株式数(千株) 27,379 27,372

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

2016年２月25日定時株主総
会決議及び取締役会決議の
新株予約権
普通株式 543,500株

2016年２月25日定時株主総
会決議及び取締役会決議の
新株予約権
普通株式 536,000株

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平

均株式数につきましては、株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)と日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(役員報酬ＢＩＰ信託口)がそれぞれ所有する当社株式を自己株式数に含めて算出しておりま

す。
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５．その他

（１）役員の異動

① 代表者の異動

該当事項はありません。

② その他の役員の異動

該当事項はありません。

　


