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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 262,815 ― 26,487 ― 22,597 ― 10,705 ―

20年3月期第3四半期 251,011 11.4 25,602 14.0 25,265 12.8 12,865 13.8

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

21年3月期第3四半期 167.57 167.28
20年3月期第3四半期 199.70 199.61

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3四半期 277,056 182,102 59.7 2,599.54
20年3月期 275,435 179,170 58.9 2,545.79

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  165,467百万円 20年3月期  162,251百万円

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 ― 23.00 ― 23.00 46.00
21年3月期 ― 27.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 27.00 54.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 352,000 4.5 36,000 6.7 30,600 △5.3 12,900 △22.7 202.66

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  無  

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
・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。 
・本資料の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、競合状況・為替の変動等にかかわるリ
スクや不確定要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、４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 をご参照ください。  

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3四半期  68,981,591株 20年3月期  68,981,591株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,329,231株 20年3月期  5,248,303株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  63,886,022株 20年3月期第3四半期  64,424,550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３四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日から平成 20 年 12 月 31 日まで）の日本の経済

環境は、景気後退の影響が企業部門から個人消費へも波及しており、先行きの不透明さを増して

おります。また、堅調に拡大してきたアジア各国の経済成長へも影響が及んでおります。 

国内では、主力事業におけるブランドの強化と新需要創造型商品の発売により収益基盤の強化

と市場創造に取り組んでまいりました。 

また、海外では、各参入地域において順調に収益を拡大することができました。その結果、当

第３四半期連結累計期間の売上高は 262,815 百万円（前年同期比 4.7％増、為替変動の要因を除

くと実質前年同期比 8.3％増）、営業利益は 26,487 百万円（前年同期比 3.5％増、為替変動の要

因を除くと実質前年同期比 6.7％増）となり、第３四半期として過去 高の収益を達成いたしま

した。しかしながら、昨今の急激な円高による為替差損の拡大により、経常利益は 22,597 百万

円（前年同期比 10.6％減）となりました。また、投資有価証券評価損の特別損失計上、および

繰延税金資産・負債の一部取崩しを行った結果、四半期純利益は 10,705 百万円（前年同期比

16.8％減）となりました。 

なお、連結経営成績に関する定性的情報の前年同期比は参考として記載しております。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①パーソナルケア 

当期のパーソナルケア事業部門の売上高は 219,485 百万円、営業利益は 20,727 百万円となり

ました。 

【ベビーケア事業】 

国内では、サイズごとに異なる機能をひと目で分かるようにデザインを刷新した『ムーニー』

『ムーニーマン』を発売し、市場の活性化と収益の改善に努めてまいりました。また、『マミー

ポコパンツ』では、パッケージのデザイン性を高めると同時にパックの入数を見直し、売上とシ

ェアを拡大することができました。 

海外では、成長市場であるアジア各国において積極的な販売・マーケティング活動を展開し、

売上を大きく伸ばすことができました。インドネシアでは、『Mamy Poko Pants Standar』が引

き続き堅調に推移し売上拡大に寄与しました。また、中国、中東・北アフリカ地域でも順調に売

上が拡大いたしました。 

この結果、ベビーケア事業の売上高は、106,111 百万円となりました。 

【フェミニンケア事業】 

国内では、乳がんの早期発見・早期診断の大切さを訴えるピンクリボン活動を応援するため、

ピンクリボン限定デザインの「ソフィ」を発売し啓発活動を実施しました。また、生理用品では、

体につけるタイプの新しい生理用ナプキン『ソフィ シンクロフィット』を発売し、女性のライ

フスタイルの変化に対応した新市場創造型商品を発売し市場の活性化に努めてまいりました。 

海外では、成長する中国、アセアン、中東・北アフリカ地域のエリア展開を強化することによ

り売上を拡大しました。 

この結果、フェミニンケア事業の売上高は、54,005 百万円となりました。 

【ヘルスケア事業】 

大人用パンツタイプオムツの新製品『ライフリー ズボンを脱がずに交換 リハビリパンツ』

を発売し『ライフリー』ブランドのラインアップの充実を図りました。また、新発売を機に『ラ

イフリー』は「生きることが、リハビリ。」を新しいブランドメッセージとして、テレビ広告や

当社ウェブサイト、店頭コーナーなどを通じて発信し、ブランドを強化するとともに売上を拡大

してまいりました。 

また、風邪・インフルエンザ対策として増加するマスク需要に対応するため、『超立体マスク 

かぜ用』の製品機能強化や、『超立体マスク 女性用』を新発売し、自分の健康は自分で守ると

いうセルフケアの意識の高まりに応えてまいりました。
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【クリーン＆フレッシュ事業】 

クリーン＆フレッシュ事業では、『ウェーブ』ブランドから発売している『ハンディワイパ

ー』については、ホルダーのスケルトン化によりデザイン性を向上するとともに、取替シートの

リニューアルを実施しました。また、『立体フロアワイパー』については、フラワーデザイン本

体（限定品）を発売し、商品ラインアップ充実による売上の拡大を図りました。 

 

②ペットケア 

ペットフード部門では、犬用フードとして、室内飼育の増加から増えつづけている小型犬に対

応し、人気を集める「ミニチュア・ダックスフンド」「シー・ズー」「チワワ」「トイ・プード

ル」に適合した犬種用商品として「犬種専用」フード『愛犬元気 ベストバランス』を発売いた

しました。また、低脂肪でおいしい鶏ささみ入りパウチ『銀のさら おいしい鶏ささみ入り』、

副食として、『銀のさら きょうのごほうび プチごほうびパン』、猫用フードとして、圧倒的

なおいしさにこだわった『銀のスプーン プレミアムグルメ』を発売いたしました。 

ペットトイレタリー部門では、犬の排泄処理用シートとしてユーザーの 大ニーズギャップで

ある「ニオわないこと」に対応し、消臭マイクロカプセルを配合した、オシッコを瞬間消臭し・

効果が長続きする犬用消臭シート『デオシート 強力消臭パワー』を発売いたしました。 

この結果、売上高は 34,650 百万円、営業利益は 5,257 百万円となりました。 

 

③その他 

当期のその他部門の売上高は 8,678 百万円、営業利益は 440 百万円となりました。 

不織布・吸収体の技術を活かした業務用製品分野においては、スーパーマーケット等を顧客と

する食品包材事業を中心に、業務用食品包材である『フレッシュマスター』『フレッシュマスタ

ー保鮮紙』のスーパーマーケットへの浸透強化と飲食店ルートへの販売を強化いたしました。 

 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は 277,056 百万円となり、前期末より 1,620 百万

円増加しました。流動資産については、子会社買収などにより、現金及び預金が 20,503 百万円

減少した一方、受取手形及び売掛金が 5,983 百万円、有価証券が 3,414 百万円、商品及び製品が

1,012 百万円、原材料及び貯蔵品が 875 百万円増加いたしました。固定資産については、９月に

オーストラリア第２位の紙おむつメーカーである APPP Parent Pty Limited を買収したことに

よって、のれんが前期末より 11,025 百万円増加いたしました。 

また、当第３四半期連結会計期間末における純資産は 182,102 百万円となり、前期末より

2,932 百万円増加しました。主に、四半期純利益により 10,705 百万円増加した一方、配当金の

支払による 3,202 百万円の減少や、自己株式の取得とストックオプションの権利行使による

1,699 百万円の減少、および為替換算調整勘定の変動により 3,152 百万円の影響がありました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループを取巻く事業環境をみますと、世界的に経済環境が急速に悪化する中、国内では

消費動向の翳りや価格競争の激化など厳しい市場環境が続くと予想されます。アジアでは、各国

の市場の急拡大に伴ない、グローバルブランド間の競争は、一層激しさを増すと予想されます。 

このような状況の下、2008 年４月からスタートいたしました第７次中期経営計画「グローバ

ル 10 計画」の基本方針に基づき、各国のお客様のニーズを的確に捉え、市場に合わせた商品ラ

インを構築し、ブランド価値と新たな市場を創造するマーケティング活動や製品開発および技術

力の強化によって、成熟市場の再活性化と成長市場における積極的な事業拡大を推進してまいり

ます。合わせて、サプライチェーンの効率化により、コスト構造の抜本的改革を図り、収益力の

強化に取組んでおります。 

したがいまして、売上高、営業利益の連結業績予想につきましては、当初予想（平成 20 年４

月 28 日公表）から変更しておりません。しかしながら、経常利益および当期純利益については、

第３四半期における為替差損の増大や、有価証券評価の下落状況に鑑み、経常利益は 30,600 百

万円（前年同期比 5.3％減）、当期純利益は 12,900 百万円（前年同期比 22.7％減）に修正いた

しました。 

 

(通期の連結業績予想数値の修正) 

 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） 

前回発表発表予想（A） 352,000 36,000 34,400 17,500 272.05

今回発表発表予想（B） 352,000 36,000 30,600 12,900 202.66

増減額（B－A） － － △3,800 △4,600 △69.39

増減率（％） － － △11.0 △26.3 △25.5

平成20年３月期（実績） 336,864 33,731 32,327 16,683 259.39
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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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

(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 

①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。 

②たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

なお、これによる損益へ与える影響は軽微であります。 

③「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、連

結決算上必要な修正を行っております。 

なお、これによる損益へ与える影響は軽微であります。 

④所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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日以降開始する連

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、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、これによる損益へ与える影響はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 66,347 86,850

受取手形及び売掛金 44,271 38,287

有価証券 10,321 6,906

商品及び製品 11,184 10,173

原材料及び貯蔵品 9,690 8,815

仕掛品 292 311

その他 9,563 6,489

貸倒引当金 △126 △83

流動資産合計 151,544 157,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,931 25,298

機械装置及び運搬具 42,827 45,582

その他 17,283 15,582

有形固定資産合計 84,042 86,463

無形固定資産   

のれん 13,567 2,542

その他 2,669 1,202

無形固定資産合計 16,237 3,745

投資その他の資産   

その他 25,383 27,668

貸倒引当金 △152 △192

投資その他の資産合計 25,231 27,476

固定資産合計 125,511 117,684

資産合計 277,056 275,435

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 39,667 38,481

短期借入金 5,640 3,427

未払法人税等 2,315 6,696

賞与引当金 2,022 3,279

その他 32,712 30,548

流動負債合計 82,357 82,433

固定負債   

長期借入金 1,211 1,451

退職給付引当金 6,158 6,105

その他 5,226 6,274

固定負債合計 12,596 13,831

負債合計 94,953 96,265
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,992 15,992

資本剰余金 18,802 18,590

利益剰余金 161,818 154,331

自己株式 △29,828 △28,129

株主資本合計 166,784 160,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,482 1,910

繰延ヘッジ損益 △25 △45

土地再評価差額金 △546 △324

為替換算調整勘定 △3,228 △75

評価・換算差額等合計 △1,317 1,465

少数株主持分 16,635 16,919

純資産合計 182,102 179,170

負債純資産合計 277,056 275,435
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 262,815

売上原価 156,121

売上総利益 106,693

販売費及び一般管理費 80,206

営業利益 26,487

営業外収益  

受取利息 560

受取配当金 245

有価証券売却益 40

助成金収入 368

その他 417

営業外収益合計 1,633

営業外費用  

支払利息 230

売上割引 1,360

為替差損 3,755

その他 175

営業外費用合計 5,522

経常利益 22,597

特別利益  

固定資産売却益 11

貸倒引当金戻入額 40

特別利益合計 52

特別損失  

固定資産処分損 308

投資有価証券評価損 3,011

その他 30

特別損失合計 3,351

税金等調整前四半期純利益 19,298

法人税、住民税及び事業税 6,080

法人税等調整額 △88

法人税等合計 5,991

少数株主利益 2,601

四半期純利益 10,705

－8－

ユニ・チャーム(株)　（８１１３）平成21年３月期　第３四半期決算短信



 

 

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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
パーソナルケア 

(百万円) 

ペットケア

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売
上高 

219,485  34,650 8,678 262,815 －  262,815 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1  － 2 4 （4） － 

計 219,487  34,650 8,681 262,819 （4） 262,815 

営業利益 20,727  5,257 440 26,425 61  26,487 

(注) １ 事業区分の方法 

 各事業区分の方法は、製品・販売市場等の類似性を考慮して、当社の売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分の主要製品 

(1) パーソナルケア ……ベビーケア関連製品、フェミニンケア関連製品、ヘルスケア関連製品等 

(2) ペットケア ……ペットフード製品、ペットトイレタリー製品 

(3) その他 ……食品包材製品、産業資材製品、ファイナンス業務等、その他 

３ 第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税法改正を契機として、資産の利用状況等を見直した

結果、機械装置の耐用年数を変更しております。これにより当第３四半期連結累計期間の営業費用は、

「パーソナルケア」が802百万円、「ペットケア」が44百万円、「その他」が18百万円増加し、営業利

益が同額減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円)

ヨーロッパ・
中東 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売
上高 

168,888  58,336 35,589 262,815 －  262,815 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

7,816  1,859 － 9,675 （9,675） － 

計 176,705  60,195 35,589 272,490 （9,675） 262,815 

営業利益 17,966  7,375 955 26,296 190  26,487 

(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 

(1) アジア……台湾、中国、韓国、タイ等 

(2) ヨーロッパ・中東……オランダ、サウジアラビア 

３ 第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税法改正を契機として、資産の利用状況等を見直した

結果、機械装置の耐用年数を変更しております。これにより当第３四半期連結累計期間の営業費用は、

「日本」が865百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 アジア ヨーロッパ 
中東・北アフリ

カ・北米 
計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 58,339 25,941 12,666 96,947  

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 262,815  

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

22.2 9.9 4.8 36.9  

(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 各区分に属する主な国または地域 

(1) アジア…………台湾、中国、韓国、タイ等 

(2) ヨーロッパ…………オランダ等 

(3) 中東・北アフリカ・北米…………サウジアラビア、エジプト、アメリカ等 

 

 

 

(5) 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。 
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「参考資料」 

（要約）前四半期連結損益計算書 

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31日） 

区分 
金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高 251,011 100.0 

Ⅱ 売上原価 145,031 57.8 

   売上総利益 105,979 42.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 80,376 32.0 

   営業利益 25,602 10.2 

Ⅳ 営業外収益 1,363 0.6 

Ⅴ 営業外費用 1,700 0.7 

   経常利益 25,265 10.1 

Ⅵ 特別利益 383 0.1 

Ⅶ 特別損失 432 0.2 

   税金等調整前四半期純利益 25,216 10.0 

   法人税等 10,179 4.0 

   少数株主利益 2,171 0.9 

   四半期純利益 12,865 5.1 
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