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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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3月期第1四半期 37,929 ― 1,637 ― 1,883 ― 820 ―
20年3月期第1四半期 39,787 △0.7 2,309 7.1 2,624 7.8 1,883 △19.3

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3月期第1四半期 3.95 3.95
20年3月期第1四半期 8.60 ―

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3月期第1四半期 194,211 129,863 66.4 624.59
20年3月期 195,517 133,058 67.4 631.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  129,005百万円 20年3月期  131,730百万円

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3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

※１株当たり当期純利益は、第１四半期における自己株式取得に伴う期中平均株式数の減少を織り込んでおります。  

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 80,000 ― 3,800 ― 3,900 ― 2,600 ― 12.53
通期 174,000 5.0 9,200 18.1 9,200 14.0 5,900 △11.7 28.43

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、３ページ【定性情報・財務諸表等】４．その他（２）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、３ページ【定性情報・財務諸表等】４．その他（３）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.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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧下さい。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3月期第1四半期  227,935,165株 20年3月期  227,935,165株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  21,389,412株 20年3月期  19,375,979株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  207,551,848株 20年3月期第1四半期  213,146,059株
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【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 
 当第 1四半期（平成 20年 4月 1日から平成 20年 6月 30日まで）のわが国経済は、米国サブプライムロー
ン問題による金融不安や原油価格・原材料価格の高騰などからガソリン価格や食品価格の急激な上昇などに
より、景気の減速感が徐々に強まり、個人消費は低迷したまま推移いたしました。 
このような状況の中で、アパレル事業においては、消費者の生活防衛意識の高まりにより衣料品の買い控
えが顕著になり、店頭動向は不振のまま推移しました。メンズインナー部門ではボディワイルドのクールバ
ランスや成型ボクサーが比較的好調に推移し、レディス＆レッグ部門ではレディスインナーのＣＦＡ（シー
ファー）１００、レッグウェアのトウシェ、スタイリッシュ・レギンスなどが好調に推移しました。しかし
ながらインナー、レッグ全体ではベーシックなグループが苦戦し、減収となりました。また、婦人服事業の(株)
ルフランにおいては経営改善を進めておりますが、婦人服市況の悪化により大幅減収・減益となりました。
アパレル事業全体では減収減益となりました。 
機能ソリューション事業においても、原材料価格高騰・高止まりの長期化や米国景気の減速など先行きの
不透明感が強まりました。プラスチックフィルム部門では、国内は天候不順や原材料値上げという逆風の環
境下で、ＯＰＰフィルムの一部仮需や平板収縮フィルムの差異化商品ハイブリッドスチレンフィルムの拡販
により前年同期を上回りましたが、海外（米国、欧州市場）が市況低迷により苦戦したことから、全体では
前年同期を下回りました。エンジニアリングプラスチックス部門においても北米向けを中心としたセットメ
ーカーの販売不振及び半導体装置分野の回復の遅れ等により厳しい状況で推移しました。電子部品部門では
ノートＰＣ用途が引き続き堅調な受注を維持しているものの、昨年下半期からの景気後退感は継続しており、
ＦＡ機器用途で使用されるタッチパネル付モニターが苦戦するなど、市況悪化の影響を受けました。機能ソ
リューション事業全体では減収減益となりました。 
ライフクリエイト事業においては、「グンゼ タウンセンターつかしん」が新規テナント導入や積極的な販
促活動を実施し、不動産関連事業では減収ながら増益となりました。スポーツクラブ事業は、既存店舗の活
性化策の実施や４月にオープンした新店舗（「グンゼスポーツクラブ南草津レイクブルー」）の効果により
増収となりましたが、エネルギーコストの上昇などにより減益となりました。ライフクリエイト事業全体で
は微減収減益となりました。 
以上の結果、当第 1四半期の連結売上高は 37,929 百万円（前年同期比 4.7％減）、営業利益は 1,637 百万
円（前年同期比 29.1％減）、経常利益は 1,883 百万円（前年同期比 28.2％減）、当期純利益は 820 百万円（前
年同期比 55.3％減）となりました。 

２.連結財政状態に関する定性的情報 
総資産は、194,211 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,306 百万円減少しました。主な減少要因は、
受取手形及び売掛金の減少 2,313 百万円であり、主な増加要因は、保有株式の時価上昇に伴う投資有価証券
の増加 942 百万円であります。 
負債は、64,347 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,888 百万円増加しました。主な増加要因は、コ
マーシャルペーパーの増加 5,000 百万円であり、主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少 700 百万円 未
払法人税等の減少 902 百万円 賞与引当金の減少 1,250 百万円であります。 
純資産は、129,863 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 3,195 百万円減少しました。主な減少要因は、
為替換算調整勘定の減少 1,019 百万円及び株主還元による減少 3,093 百万円（配当 2,085 百万円、自己株式
取得 1,007 百万円）であり、主な増加要因は、当四半期純利益 820百万円であります。 

３.連結業績予想に関する定性的情報 
第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、アパレル事業と機能ソリューション事業が低調
に推移したことから、平成 20 年５月 12 日に発表した業績予想の売上高を 2,300 百万円減少（対前回予想増
減率△2.8％）の 80,000 百万円に修正しております。営業利益、経常利益及び当期純利益については、概ね
想定の範囲内で推移していることから変更しておりません。 
また、通期の連結業績予想につきましては、平成 20年５月 12日に発表した平成 21年３月期の連結業績予
想を変更しておりません。 

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） 
該当事項はありません。 
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(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 
（簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化
がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお
ります。 
②棚卸資産の評価方法 
当第１四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、簿価切下げを行う方法によっております。 
③固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 
④繰延税金資産の回収可能性の判断 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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。 
⑤退職給付引当金の計算 
期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を計上しております。数理計算上の差異
は年間費用処理額を期間按分した額を計上しております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
   税金費用の計算 

当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、
税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

(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 
「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 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」（企業会計基準委員会 平成 19 年
３月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
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。 

（会計方針の変更） 
 ①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準を原価法（収益性の低下による簿価
切下げの方法）に変更しております。この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半
期純利益に与える影響はありません。 

②リース取引に関する会計基準の適用 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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））が平成 20年４月１日以後開始する連
結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第
１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ
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。 
なお、平成 20 年３月 31 日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・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を引き続き適用しております。 
この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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③数理計算上の差異の処理方法の変更 

退職給付会計に係る数理計算上の差異については、従来、発生の翌連結会計年度に１年間で処
理を行ってきました。しかしながら、国内外の株式市況の大幅な変動などを背景に、毎期多額の
年金資産運用損益（数理計算上の差異）が発生し、当該数理計算上の差異を翌連結会計年度に１
年間で処理することにより、当期純利益の変動要因の相当部分を数理計算上の差異に係る処理額
が占める状態となり、当期純利益の変化が企業業績の動向・評価を適切に表さない状況を招いて
おります。 
また、年金資産の運用は中長期的な視点の収益を求めて行われるという性質から見ても、単年
度の年金資産の運用損益が翌連結会計年度の企業業績を直接変動させる従来の会計処理は、昨今
の経済環境に適合しなくなってきております。 
以上のような状況から、当第１四半期連結会計期間から数理計算上の差異については、その発
生の翌連結会計年度から、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年間）による定額法
により処理する方法に変更しております。 
この変更により、従来の方法に比べ、税金等調整前四半期純利益は 1,158 百万円増加しており
ます。 

（追加情報） 
有形固定資産の法定耐用年数の改正 
平成 20年度税制改正による法定耐用年数の見直しに伴い、当第１四半期連結会計期間から改正
後の耐用年数に基づき減価償却費を算定しております。この結果、営業利益、経常利益、税金等
調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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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1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 6,000                      5,597                      

　　受取手形及び売掛金 34,366                     36,680                     

　　商品及び製品 22,172                     22,712                     

　　仕掛品 7,603                      6,639                      

　　原材料及び貯蔵品 5,442                      5,292                      

　　その他 4,315                      4,112                      

　　貸倒引当金 △50                       △51                       

　　流動資産合計 79,851                     80,984                     

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 40,775                     41,140                     

　　　機械装置及び運搬具 16,326                     16,828                     

　　　土地 12,118                     12,181                     

　　　その他 4,021                      2,920                      

　　　有形固定資産合計 73,242                     73,071                     

　　無形固定資産 1,174                      1,206                      

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 33,928                     32,986                     

　　　その他 6,220                      7,474                      

　　　貸倒引当金 △206                      △206                      

　　　投資その他の資産合計 39,943                     40,254                     

　　固定資産合計 114,359                    114,532                    

　資産合計 194,211                    195,517                    
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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３月31日)

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 11,651                     12,351                     

　　短期借入金 3,626                      3,197                      

　　コマーシャル・ペーパー 22,000                     17,000                     

　　未払法人税等 1,277                      2,179                      

　　賞与引当金 535                        1,785                      

　　その他 8,081                      7,921                      

　　流動負債合計 47,172                     44,436                     

　固定負債

　　長期借入金 800                        800                        

　　退職給付引当金 5,909                      6,016                      

　　長期預り敷金保証金 10,233                     10,262                     

　　その他 232                        945                        

　　固定負債合計 17,174                     18,023                     

　負債合計 64,347                     62,459                     

純資産の部

　株主資本

　　資本金 26,071                     26,071                     

　　資本剰余金 22,717                     22,717                     

　　利益剰余金 80,159                     81,700                     

　　自己株式 △11,167                   △10,162                   

　　株主資本合計 117,780                    120,327                    

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 11,973                     11,402                     

　　繰延ヘッジ損益 △12                       △282                      

　　土地再評価差額金 △400                      △400                      

　　為替換算調整勘定 △335                      683                        

　　評価・換算差額等合計 11,224                     11,403                     

　新株予約権 47                         35                         

　少数株主持分 810                        1,292                      

　純資産合計 129,863                    133,058                    

負債純資産合計 194,211                    195,517                    
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（2）四半期連結損益計算書
（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 37,929 

売上原価 27,625 

売上総利益 10,304 

販売費及び一般管理費 8,667 

営業利益 1,637 

営業外収益

　受取利息 14 

　受取配当金 290 

　固定資産賃貸料 107 

　為替差益 19 

　その他 55 

　営業外収益合計 487 

営業外費用

　支払利息 65 

　固定資産賃貸費用 94 

　その他 81 

　営業外費用合計 241 

経常利益 1,883 

特別利益

　固定資産売却益 5 

　退職給付費用過去勤務債務償却額 400 

　特別利益合計 405 

特別損失

　固定資産除売却損 47 

　投資有価証券評価損 0 

　退職給付費用数理差異償却額 289 

　特別損失合計 338 

税金等調整前四半期純利益 1,951 

法人税等 1,139 

少数株主損失（△） △ 8 

四半期純利益 820 
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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1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30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 1,951                 
　減価償却費 1,921                 
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1                     
　退職給付引当金の増減額（△は減少） 261                   
　賞与引当金の増減額（△は減少） △1,244               
　受取利息及び受取配当金 △304                 
　支払利息 65                    
　固定資産除売却損益（△は益） 42                    
　投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 0
　退職給付費用過去勤務債務償却額（△は益） △400                 
　退職給付費用数理差異償却額（△は益） 289                   
　その他の損益（△は益） 28                    
　売上債権の増減額（△は増加） 1,826                 
　たな卸資産の増減額（△は増加） △380                 
　その他の流動資産の増減額（△は増加） 86                    
　仕入債務の増減額（△は減少） △2,032               
　預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 348                   
　その他の流動負債の増減額（△は減少） △206                 
　その他の固定負債の増減額（△は減少） △398                 
　小計 1,857                 
　利息及び配当金の受取額 304                   
　利息の支払額 △92                  
　法人税等の支払額 △2,032               
　営業活動によるキャッシュ・フロー 37                    
投資活動によるキャッシュ・フロー
　固定資産の取得による支出 △2,124               
　固定資産の売却による収入 16                    
　固定資産の除却による支出 △28                  
　投資有価証券の取得による支出 △7                   
　貸付金の増減額（△は増加） △56                  
　その他 △41                  
　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,242               
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 5,090                 
　配当金の支払額 △1,672               
　自己株式の取得による支出 △1,007               
　その他 2                     
　財務活動によるキャッシュ・フロー 2,412                 
現金及び現金同等物に係る換算差額 △237                 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29                  
現金及び現金同等物の期首残高 5,597                 
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 432                   
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,000                 
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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。

（4）継続企業の前提に関する注記
　　　該当事項はありません。

（5）セグメント情報
　【事業の種類別セグメント情報】
　　当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） （単位：百万円）

事業区分 機能ソリュー ライフクリ 消去又
項　　目 ション事業 エイト事業 は全社
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 21,825 12,868 3,236 37,929 - 37,929
(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高 33 28 361 424 (424) - 

計 21,859 12,896 3,597 38,354 (424) 37,929
営業費用 20,973 11,634 3,268 35,875 416 36,292
営業利益または営業損失 885 1,262 329 2,478 (840) 1,637

(注)1.事業の区分は､内部管理上採用している区分によっております。
　  2.各区分の主な製品は下記の通りであります。
　　　　　アパレル事業…………………インナーウェア、靴下、アウターウェア、テキスタイル、繊維資材
　　　　　機能ソリューション事業……プラスチックフィルム、エンジニアリングプラスチックス、電子部品、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械、医療材料等　　　　
　　　　　ライフクリエイト事業………不動産の賃貸及び売買、緑化樹木、スポーツ施設の運営管理等

　【所在地別セグメント情報】
　　当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）
　　　本国以外の国または地域に所在するセグメントの売上高は、全セグメントの売上高合計の 10%未満で
　　あるため、その記載を省略しております。

　【海外売上高】
　　当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）
Ⅰ　海外売上高(百万円) 3,870
Ⅱ　連結売上高(百万円) 37,929
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(%) 10.2

(注)1.海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域における売上高であります。
    2.各国又は地域ごとの海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、一括して記載しております。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　　　該当事項はありません。

アパレル事業 計 連　結
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「参考資料」前第１四半期に係る財務諸表等
（1）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）
前第1四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年６月30日)

売上高 39,787 

売上原価 28,543 

売上総利益 11,244 

販売費及び一般管理費 8,934 

営業利益 2,309 

営業外収益

　受取利息 17 

　受取配当金 277 

　固定資産賃貸料 84 

　為替差益 95 

　その他 83 

　営業外収益合計 558 

営業外費用

　支払利息 87 

  棚卸資産廃棄損 17 

　固定資産賃貸費用 67 

　その他 70 

　営業外費用合計 243 

経常利益 2,624 

特別利益

　固定資産売却益 5 

　投資有価証券売却益 200 

　退職給付費用数理差異償却額 192 

　退職給付費用過去勤務債務償却額 400 

　特別利益合計 798 

特別損失

　固定資産除売却損 17                      

　事業構造改善費用 22 

　特別損失合計 40 

税金等調整前四半期純利益 3,382 

法人税等 1,543 

少数株主利益 5 

四半期純利益 1,833 
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（2）セグメント情報
　【事業の種類別セグメント情報】
　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで） （単位：百万円）

事業区分 機能ソリュー ライフクリ 消去又
項　　目 ション事業 エイト事業 は全社
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 23,009 13,562 3,216 39,787 - 39,787
(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高 25 36 397 459 (459) - 

計 23,034 13,598 3,613 40,247 (459) 39,787
営業費用 21,709 12,105 3,253 37,068 409 37,478
営業利益または営業損失 1,325 1,493 359 3,178 (869) 2,309

(注)1.事業の区分は､内部管理上採用している区分によっております。
　  2.各区分の主な製品は下記の通りであります。
　　　　　アパレル事業…………………インナーウェア、靴下、アウターウェア、テキスタイル、繊維資材
　　　　　機能ソリューション事業……プラスチックフィルム、エンジニアリングプラスチックス、電子部品、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械、医療材料等　　　　
　　　　　ライフクリエイト事業………不動産の賃貸及び売買、緑化樹木、スポーツ施設の運営管理等

　【所在地別セグメント情報】
　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）
　　　本国以外の国または地域に所在するセグメントの売上高は、全セグメントの売上高合計の 10%未満で
　　あるため、その記載を省略しております。

　【海外売上高】
　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）
　　　海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、、その記載を省略しております。

アパレル事業 計 連　結
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６．その他の情報
生産、受注及び販売の状況
（1）生産実績

（単位：百万円）
当第1四半期 前第1四半期

事業区分 自 平成20年4月 1日 自 平成19年4月 1日

至 平成20年6月30日 至 平成19年6月30日

13,024 13,325
9,315 9,733
22,340 23,058

(注)1.上記金額は、製造原価ベースで表示しており、外注生産高を含んでおります。
    2.上記生産実績以外に、下記の商品仕入高があります。

（単位：百万円）
事業区分 当第1四半期 前第1四半期

ア パ レ ル 事 業 1,362 1,967
機能ソリューション事業 262 512
ライフクリエイト事業 706              755
合 計 2,331 3,235

   3.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受 注 実 績

当社及び連結子会社は、機能ソリューション事業に含まれる機械類を除き、原則として見込生産であります。
機能ソリューション事業に含まれる機械類の受注高及び受注残高は下記の通りであります。

（単位：百万円）
当第1四半期 前第1四半期

自 平成20年4月 1日 自 平成19年4月 1日

事業区分 至 平成20年6月30日 至 平成19年6月30日

受注高 受注残高 受注高 受注残高
機能ソリューション事業に
含まれる機械類 1,211 1,304 2,210 1,850

(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（3）販 売 実 績
（単位：百万円）

当第1四半期 前第1四半期
事業区分 自 平成20年4月 1日 自 平成19年4月 1日

至 平成20年6月30日 至 平成19年6月30日

21,859 23,034
12,896 13,598
3,597 3,613

小             計 38,354 40,247
内部売上消去 △ 424 △ 459 

合             計 37,929 39,787

(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。

機能ソリューション事業
ラ イ フ ク リ エ イ ト 事 業

合 計

ア パ レ ル 事 業
機能ソリューション事業

ア パ レ ル 事 業

〔 〕

〔 〕 〔 〕

〔 〕

〔 〕〔 〕
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