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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 119,930 ― 5,666 ― 5,758 ― 2,710 ―
20年3月期第3四半期 128,186 △0.8 7,595 △14.2 8,031 △10.5 6,148 △11.6

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 13.28 13.27
20年3月期第3四半期 28.99 28.98

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 194,111 123,387 63.1 621.27
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3四半期  122,526百万円 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  

※１株当たり当期純利益は、第３四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

通期 151,700 △8.4 4,100 △47.4 4,100 △49.2 1,600 △76.1 7.90

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【定性的情報・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、４ページ【定性的情報・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、３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3四半期  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3四半期  30,715,342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3四半期  204,102,018株 20年3月期第3四半期  212,141,223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）におけるわが国経済は、
米国発の金融危機による信用収縮の増大や急激な円高の進行などにより、これまで国内景気の牽引役であっ
た輸出型企業の収益が急激に悪化するなど、全業種で景況感がマイナスに転じ、設備投資も大幅な減少とな
りました。個人消費においても、雇用環境の悪化や株価の下落により先行きに対する不安感が拡大したこと
から消費マインドは一層冷え込み、景気の後退色が鮮明となりました。 
このような状況の中で、当社グループは（1）新商品・新技術・新市場の開発強化（2）グローバル経営へ
の積極挑戦（3）コスト競争力の強化とＲＯＡ（総資産営業利益率）の向上に重点的に取り組んでまいりまし
た。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 119,930 百万円（前年同期比 6.4%減）、営業利益は 5,666
百万円（前年同期比 25.4%減）、経常利益は 5,758 百万円（前年同期比 28.3%減）、四半期純利益は 2,710 百
万円（前年同期比 55.9%減）となりました。 
なお、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。 

＜アパレル事業＞  
売上高 70,208 百万円（前年同期比 6.3％減）、営業利益 3,499 百万円（前年同期比 24.3％減） 
消費者の生活防衛意識が強まる中、秋冬物の実需期を迎えても、買い控え傾向が一層顕著となり、店頭動
向は春夏商戦に引き続き低調に推移しました。インナーウェア部門においては、メンズインナーはシーズン
商品やボディワイルドなどが比較的健闘しましたが、ベーシックのプロパー商品が苦戦しました。レディス
インナーは、ＣＦＡ（シーファー）１００、やさしさ物語及びインナー・カジュアルグループが健闘しまし
たが、ベーシックインナーやランジェリー・ファンデーションが苦戦しました。レッグウェア部門は、トゥ
シェファッションタイツなどのトレンド商品が好調に推移しましたが、ベーシック商品が苦戦しました｡婦人
服事業については、市況の悪化により苦戦しましたが、引き続き経営改革を強力に推進しました。以上の結
果、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＞  
売上高 40,697 百万円（前年同期比 7.6％減）、営業利益 3,827 百万円（前年同期比 16.7％減） 
グローバル景気の急減速や急激な円高により主要顧客の輸出が大きく落ち込むなど、経営環境はさらに厳
しさを増しました。プラスチックフィルム部門においては、ＯＰＰフィルムは高機能（防曇）タイプが好調
に推移しましたが、平板収縮フィルムが飲料向け用途で苦戦しました。エンジニアリングプラスチックス部
門は、ＯＡ機器関連が、セットメーカーの欧米向販売不振の影響を受け苦戦し、一般産業用途においても、
半導体装置分野の市況低迷から低調に推移しました。電子部品部門は、新市場であるタブレットＰＣ向け透
過型静電容量方式の受注が増加傾向となりましたが、好調を持続していたノートＰＣ及び映像機器の受注状
況に陰りが見えました。メディカル材料部門は、縫合補強材や新商品である人工硬膜の拡販が進みました。
以上の結果、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＞  
売上高 10,304 百万円（前年同期比 1.6％減）、営業利益 1,067 百万円（前年同期比 2.1％減） 
不動産関連事業においては、「グンゼ タウンセンターつかしん」が積極的な新規テナント導入や地域密着
型販促により減収増益となりました。スポーツクラブ事業は、新店舗（「グンゼスポーツクラブ南草津レイ
クブルー」4月オープン）の効果から増収となりました。以上の結果、ライフクリエイト事業全体では減収減
益となりました。 
 

２.連結財政状態に関する定性的情報 
総資産は、194,111 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,406 百万円減少しました。主な減少要因は、
保有株式の時価下落に伴う投資有価証券の減少 6,521 百万円であり、主な増加要因は、アパレル事業の第３
四半期（秋冬シーズン）の売上高ウェイトが高いことに伴い受取手形及び売掛金が 3,264 百万円増加したこ
とや、仕掛品の増加 1,112 百万円であります。 
負債は、70,723 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 8,264 百万円増加しました。主な増加要因は、コ
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マーシャルペーパーを含む長短借入金の増加 12,593 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 1,355 百万円及び賞与引当金の減少 1,299 百万円であります。  
純資産は、123,387 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 9,670 百万円減少しました。主な減少要因は、
株主還元による減少 6,696 百万円（配当 2,085 百万円、自己株式取得 4,610 百万円）及びその他有価証券評
価差額金の減少 3,914 百万円であり、主な増加要因は、四半期純利益（累計）2,710 百万円であります。 

３.連結業績予想に関する定性的情報 
世界的な景気後退や円高の進行に伴う、製造業全般での大幅な生産調整や設備投資の凍結・延期、並びに
消費不振の影響を受け、第３四半期連結累計期間の業績は前回予想を下回り、第４四半期については、未曾
有の景気後退により事業環境が急激に悪化しており、当社グループの業績は大きな影響を受けるものと予想
されます。このような状況を踏まえ、下記のとおり通期連結業績予想を修正しております。 
 
平成 21年３月期通期（平成 20年４月１日～平成 21年３月 31日） 

 
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 

 

前回予想（Ａ） 

百万円 

162,000 

百万円 

7,400 

百万円 

7,400 

百万円 

3,900 

円 銭 

19.04 

今回予想（Ｂ） 151,700 4,100 4,100 1,600 7.90 

増減額（Ｂ－Ａ） △10,300 △3,300 △3,300 △2,300 －  

増減率 △6.4% △44.6% △44.6% △59.0% －  

(ご参考)前期実績 

(平成 20年３月期) 
165,650 7,793 8,073 6,685 31.62 

 

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 
（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３四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３四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、第２四半期連結
会計期間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 
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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、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。 

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、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、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益
は 3,476 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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、
それぞれ 125百万減少しております。 
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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 5,777 5,597 
受取手形及び売掛金 39,944 36,680 
商品及び製品 21,657 22,712 
仕掛品 7,752 6,639 
原材料及び貯蔵品 5,473 5,292 
その他 4,713 4,112 
貸倒引当金 △44 △51 
流動資産合計 85,275 80,984 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 40,871 41,140 
機械装置及び運搬具（純額） 16,114 16,828 
土地 12,122 12,181 
その他（純額） 3,651 2,920 
有形固定資産合計 72,760 73,071 

無形固定資産 1,058 1,206 
投資その他の資産   
投資有価証券 26,464 32,986 
その他 8,962 7,474 
貸倒引当金 △408 △206 
投資その他の資産合計 35,018 40,254 

固定資産合計 108,836 114,532 

資産合計 194,111 195,517 

グンゼ㈱ 平成21年３月期 第３四半期決算短信

5



（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) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 10,995 12,351 
短期借入金 26,237 3,197 
コマーシャル・ペーパー 6,500 17,000 
未払法人税等 1,388 2,179 
賞与引当金 486 1,785 
その他 7,675 7,921 
流動負債合計 53,283 44,436 

固定負債   
長期借入金 854 800 
退職給付引当金 5,887 6,016 
長期預り敷金保証金 9,720 10,262 
その他 978 945 
固定負債合計 17,440 18,023 

負債合計 70,723 62,459 

純資産の部   
株主資本   
資本金 26,071 26,071 
資本剰余金 22,693 22,717 
利益剰余金 82,046 81,700 
自己株式 △14,695 △10,162 
株主資本合計 116,116 120,327 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 7,487 11,402 
繰延ヘッジ損益 △582 △282 
土地再評価差額金 △400 △400 
為替換算調整勘定 △93 683 
評価・換算差額等合計 6,410 11,403 

新株予約権 76 35 
少数株主持分 785 1,292 
純資産合計 123,387 133,058 

負債純資産合計 194,111 195,517 
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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 119,930 
売上原価 87,708 

売上総利益 32,221 

販売費及び一般管理費 26,555 
営業利益 5,666 

営業外収益  
受取利息 40 
受取配当金 477 
固定資産賃貸料 321 
その他 169 
営業外収益合計 1,008 

営業外費用  
支払利息 224 
固定資産賃貸費用 266 
為替差損 142 
その他 283 

営業外費用合計 916 

経常利益 5,758 

特別利益  
固定資産売却益 11 
退職給付費用過去勤務債務償却額 1,162 
特別利益合計 1,173 

特別損失  
固定資産除売却損 183 
投資有価証券評価損 803 
退職給付費用数理差異償却額 869 
事業構造改善費用 132 
貸倒引当金繰入額 195 
その他 44 
特別損失合計 2,227 

税金等調整前四半期純利益 4,704 

法人税等 2,009 
少数株主損失（△） △15 

四半期純利益 2,710 
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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) 

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 4,704 
減価償却費 6,067 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 847 
賞与引当金の増減額（△は減少） △1,290 
受取利息及び受取配当金 △518 
支払利息 224 
固定資産除売却損益（△は益） 171 
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 802 
退職給付費用過去勤務債務償却額（△は益） △1,162 
退職給付費用数理差異償却額（△は益） 869 
その他の損益（△は益） 20 
売上債権の増減額（△は増加） △3,675 
たな卸資産の増減額（△は増加） 54 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 8 
仕入債務の増減額（△は減少） △2,823 
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △312 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △646 
その他の固定負債の増減額（△は減少） △401 
小計 2,935 

利息及び配当金の受取額 519 
利息の支払額 △328 
法人税等の支払額 △2,837 

営業活動によるキャッシュ・フロー 287 

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 △5,272 
固定資産の売却による収入 37 
固定資産の除却による支出 △89 
投資有価証券の取得による支出 △735 
貸付金の増減額（△は増加） 211 
その他 △2 
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,850 

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） 12,083 

長期借入れによる収入 54 
配当金の支払額 △2,084 
自己株式の取得による支出 △4,610 
その他 30 
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,473 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △163 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253 

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 5,777 
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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） （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 70,091 40,582 9,256 119,930 - 119,930
(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高 117 114 1,047 1,279 (1,279) - 

計 70,208 40,697 10,304 121,210 (1,279) 119,930
営業費用 66,709 36,869 9,236 112,815 1,448 114,264
営業利益または営業損失 3,499 3,827 1,067 8,394 (2,728) 5,666

(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）
　　　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）
Ⅰ　海外売上高(百万円) 12,711
Ⅱ　連結売上高(百万円) 119,930
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(%) 10.6

(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３四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)

売上高 128,186 

売上原価 92,997 

売上総利益 35,188 

販売費及び一般管理費 27,593 

営業利益 7,595 

営業外収益

　受取利息 60 

　受取配当金 486 

　固定資産賃貸料 249 

　為替差益 83 

　その他 327 

　営業外収益合計 1,206 

営業外費用

　支払利息 240 

  棚卸資産廃棄損 81 

　固定資産賃貸費用 210 

　その他 238 

　営業外費用合計 770 

経常利益 8,031 

特別利益

　固定資産売却益 10 

　投資有価証券売却益 593 

　退職給付費用数理差異償却額 576 

　退職給付費用過去勤務債務償却額 1,201 

　その他 90 

　特別利益合計 2,473 

特別損失

　固定資産除売却損 113                     

　投資有価証券売却損 1                       

　投資有価証券評価損 6                       

　事業構造改善費用 27 

　特別損失合計 149 

税金等調整前四半期純利益 10,356 

法人税等 4,204 

少数株主利益 2 

四半期純利益 6,148 
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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3四半期連結連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年12月31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 74,848 43,963 9,374 128,186 - 128,186
(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高 82 105 1,098 1,286 (1,286) - 

計 74,931 44,068 10,473 129,473 (1,286) 128,186
営業費用 70,308 39,473 9,383 119,165 1,425 120,591
営業利益または営業損失 4,622 4,595 1,090 10,307 (2,712) 7,595

(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3四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年12月31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3四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年12月31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3四半期累計期間前第3四半期累計期間

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12月31日 至 平成19年12月31日

42,239 41,584

31,177 32,749

73,417 74,334

(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3四半期累計期間前第3四半期累計期間

ア パ レ ル 事 業 4,150 7,312

機能ソリューション事業 748 1,732

ライフクリエイト事業 1,674             1,806

合 計 6,574 10,852

   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3四半期累計期間 前第3四半期累計期間
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12月31日 至 平成19年12月31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 3,377 1,658 3,720 1,164

(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3四半期累計期間前第3四半期累計期間

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12月31日 至 平成19年12月31日

70,208 74,931

40,697 44,068

10,304 10,473

小             計 121,210 129,473

内部売上消去 △ 1,279 △ 1,286 

合             計 119,930 128,186

(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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