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事業紹介

セグメント合計は、セグメント間で発生した売上、利益を調節する前の数値です。

ー機能ソリューション事業ー

セグメントの連携、事業部門間の協働により
スピーディに新たな柱商品を生み出す

● シュリンクフィルム
● ナイロンフィルム
● OPPフィルム
● 軟質多層シート

プラスチックフィルム分野 ● グローバルマーケティングの
　強化により、海外販売を 
　拡大
● 機能特徴を明確にした
　差異化商品の開発・展開
● プラスチックグループの
　一体運営による
　市場競争力の強化

飲料、食料品、トイレタリー
用品や、もやし類などの
生鮮食品の包装フィルム
など、生活に密着した
商品の開発、製造、販売。

電子部品分野 ● 機能性フィルム
● タッチパネル
● 受託加工

● 機能ソリューションの
　現有リソース（機能、技術
　基盤、顧客接点）を活用し、
　既存ビジネスを強化、
　新規領域進出へ挑戦

タッチパネルや機能性を
高めた各種フィルムの
開発、製造、販売。

メディカル分野 ● 吸収性組織補強材
● 吸収性骨接合材
● 人工真皮
● 人工硬膜

● 新工場建設、新商品
　開発への積極的な経営　
　資源の投入
● 生産・販売体制整備により
　事業を拡大し、早期に
　柱事業へ育成

「生体内吸収性」に着目
した医療機器の開発、
製造、販売。QOLの向上、
医療従事者の負担を
軽減することを目指し、
高い技術力により国内に
留まらず、グローバルに
展開。

メカトロ分野 ● 包装・パッケージ
　向け機器
● 印刷周辺機器

● 既存設備の更新、
　メンテナンスを中心とした
　展開
● 継続的な新商品の開発・　
　展開

包装・印刷・乳業・飲料・
食品加工・医薬関連の
各業界へ省力機器などの
機械設備を設計、製造、
販売。

53,234百万円
売上高

［前年同期比 4.7％増］
6,160百万円
営業利益

［前年同期比 14.5％増］

現状認識と課題
機能ソリューションセグメントは、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、メディカル、メカトロの5分
野からなります。2018年度経営概況は、プラスチックフィルム分
野、エンジニアリングプラスチックス分野が、いずれも差異化商
品の拡大などにより好調に推移しました。また電子部品分野は
構造改革が順調に進みましたが、これからの柱事業として成長
を期待しているメディカル分野は治験費用などの増加により減
益となりました。全体では中期計画に対し順調な進捗状況と
なっていますが、部門間では格差が生じているのが課題です。そ
の課題に対して、順調な部門に対しては、次のステージを目指
して前倒しの取り組みを進めますが、目標未達の部門は徹底し
た要因分析により乖離状況を挽回する取り組みが必要です。

基本方針と主な取り組み
このセグメントは、グローバルウェイトが3割強と比較的高い状況
ですが、攻めの戦略により新たな顧客を獲得し、さらにウェイトを

高めていきます。供給体制においてもプラスチックフィルム分野で
はベトナム新工場の稼働、エンジニアリングプラスチックス部門で
は江南工場の再開発など強化策を実施していきます。今注目さ
れている海洋プラスチック問題への対応としては、現在進めてい
る減量化による環境負荷の低減に加えて、バイオマスなど再生可
能プラスチックの商品化に取り組みます。またメディカル分野では
4月より医療機器販売会社である「メディカルユーアンドエイ」を
完全子会社化し、更なる販売体制の強化につなげていきます。

注力するテーマ
当社の機能ソリューションセグメントは独自の技術を活かし
て、ニッチな市場での展開を得意としています。今後、この分
野での継続した事業発展を実現するためには差異化と協働
が不可欠です。お客さまのニーズに合致した差異化を実現し、
セグメントの各部門同士が協働して新たな価値を創造する。
この活動により顧客満足度を高め、当社事業を成長させてい
くことが機能ソリューションセグメントの使命と考えています。

製品・サービス 概要 CAN20戦略課題

プラスチックフィルムの成長著しいASEANエリアを中心とするグローバル需要
への対応のため、ベトナム社会主義共和国に新会社を設立しました。ASEANエ
リアにおいてプラスチックフィルムの生産設備を新設することで、トイレタリー用
途を中心に伸長している当社ハイブリッドスチレンフィルムなどの差異化製品の
グローバル市場での更なる展開拡大をはかります。

ベトナムに新会社設立（プラスチックカンパニー）

エンジニアリングプラスチックス分野 ● 転写ベルト
● フッ素薄肉チューブ
● 一般産業用機能
　部品

● 高機能、差異化、価格
　対応、及び顧客ニーズ対応
　によるOA機器ビジネスの
　活性化
● 技術活用による新市場
　創造と高機能化への
　対応強化

複写機やプリンタなどの
OA機器や、産業分野の
製造工程で使われる
機能部品の開発、製造、
販売。
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1984年3月 入社
2014年6月 取締役に就任
 取締役兼執行役員、プラスチックカンパニー長
2017年4月 常務取締役兼常務執行役員、経営戦略部長
2018年6月 代表取締役兼常務執行役員、経営戦略部長に就任（現任）

Gunze Plastics & Engineering of VietnamCo.,Ltd.

機能ソリューションセグメント管掌役員　
代表取締役兼常務執行役員　佐口 敏康
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リテール分野

事業紹介 ーアパレル事業ー

販売革新、生産革新の強力推進による
成長拡大と強固な経営体質への変革

72,609百万円
売上高

［前年同期比 1.9％減］
2,507百万円
営業利益

［前年同期比 4.6％減］

セグメント合計は、セグメント間で発生した売上、利益を調節する前の数値です。

● メンズインナー
● レディスインナー
● キッズインナー

インナーウエア分野 ● 差異化商品の開発強化に
　より、レディス分野を
　中心に積極拡大
● ECビジネスなどの
　成長拡大

多様化するニーズに応え、
さまざまなコンセプトに
基づいたインナーウエア
ブランドを展開。

● ストッキング
● レディスソックス
● メンズソックス

レッグウエア分野 ● NBの発信力強化と
　メディカル関連商品の開発
●  新ライフスタイルの
　企画拡充

女性の“美しくなりたい”
という思いをかなえる
ために、ファッション性と
機能性の両面から
アプローチしたレッグ
ファッションを展開。

● ナイトウエア
● ホームウエア

ハウスカジュアル分野 ● ライフスタイルの提案に
　よる新需要の創造

素材や機能にこだわった
ナイトウエアや、ライフ
スタイルをより楽しむための
ホームウエアなどを展開。

売上高
構成比率
36,1％

現状認識と課題
2018年度は、インナーウエア分野にて、BODY WILD「AIRZ」な
どの差異化商品のヒットに加えて、カットオフなどの主力商品、
スポーツカテゴリー商品が順調に推移しました。レッグウエア
分野ではSABRINAなどの主要ブランドを核とした拡販に取り
組みましたが、トレンドの変化や気候影響を受け苦戦しました。
アパレル部門では、売れるメカニズムを追求し、ヒット商品を生
み出す開発力を強化するとともに、量販店等の各流通の最新
動向を踏まえたチャネルごとの取り組みを進め、EC販売・海外
販売においても更なる強化が必要です。繊維資材分野はミシン
糸のグローバル展開を強化しており、ベトナム工場の本格稼働
を行いました。今後はアジア全般のシェアを拡大し、グローバル
ウェイトを上げることが必要です。
 

基本方針と主な取り組み
2019年度は「販売革新による成長戦略の実現」「新機軸追求
による成長拡大」「生産革新による収益改善」と3つのテーマに
取り組みます。「販売革新」としては、魅力ある新商品の開発と

訴求力強化に加え、販売・営業活動の効率化を進め、拡販と収
益性の改善を行います。「新機軸」として、レディスインナーの重
点拡販、及びEC販売などの成長販路を重点化いたします。「生
産革新」では、ASEANシフトによる最適生産体制でのコスト構
造の変革、生産基盤再構築による現場力強化、高付加価値技
術による市場競争力強化を進めます。繊維資材事業は中国を
中心にASEAN、南アジア向けへ拡販いたします。
 

注力するテーマ
インナーウエア分野は、BODY WILD「AIRZ」の展開店舗拡
大に加え、完全無縫製・カットオフ商品、スポーツカテゴリー
の拡販をはかってまいります。レッグウエア分野は、市場トレ
ンドと消費者潜在ニーズを先取りした新市場・新商品開発
に努めてまいります。また、アウターも含めたEC・小売などの
リテール分野の更なる成長をはかってまいります。激変する
市場環境の中ではありますが、この状況をビッグチャンスと
捉えて、革新的な取り組みを実行し、強固な経営体質を再
構築いたします。

製品・サービス 概要 CAN20戦略課題

海外のスケートボード・ストリートブランドを中心に全国のセレクトショップに商品を販売している株
式会社トライオン社長の高山克巳が執行役員に就任しました。リテール分野での更なる事業拡大を
目指して、今後もお客さま目線での店舗運営や個性的で新鮮なファッション提案を発信し続けます。

小売事業取り込みによる事業領域の拡大と
店舗開発・運営ノウハウの共有

● 縫製資材用ミシン糸
● 産業資材用ミシン糸
● 自動車資材用ミシン糸

● cocochi select by
　GUNZE
● GUNZE the shop
● GUNZE OUTLET
● ジーンズ・
　カジュアルダン
● トライオン

繊維資材分野 ● コスト競争力強化と
　販売体制確立による
　ASEAN、南アジアでの拡販
● 顧客ニーズに対応した
　生産体制と迅速な
　供給体制の確立

● 直営店舗の成功モデル
　店構築と拡大
● 小売事業取り込みによる
　店舗開発・運営ノウハウの
　共有

新機能を備えた各種
ミシン糸や、より高い
安全性が求められる
自動車エアバッグ
縫製用ミシン糸など、
衣料用から各種産業
資材に至るまで幅広く
展開。

● 直営店、アウトレット、
　カジュアルウェア
　専門店などを展開。
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1979年3月 入社
2014年4月 執行役員、アパレルカンパニー
 インナーウエア事業本部次長兼生産本部長
2015年4月 執行役員、技術開発部長、CTO
2016年6月 取締役に就任
 取締役兼執行役員、技術開発部長、CTO
2017年4月 取締役兼執行役員、技術開発部長
2019年1月 取締役兼執行役員、技術開発部長、アパレルカンパニー長
2019年4月 取締役兼執行役員、アパレルカンパニー長（現任）

アパレルセグメント管掌役員　
アパレルカンパニー長　阿武  克也

営業利益
構成比率

25％

売上高
構成比率

51％

執行役員に就任した高山克巳
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● 不動産開発事業
● 賃貸事業

● ESCO事業・
　省エネ診断
● 太陽光発電

エステイト開発分野

エンジニアリング分野

事業紹介 ーライフクリエイト事業ー

QOLの向上に貢献することで
グンゼブランドの価値向上に取り組む

ライフクリエイトセグメント管掌役員　
グンゼ開発（株）社長　赤瀬  康宏

セグメント合計は、セグメント間で発生した売上、利益を調節する前の数値です。

15,285百万円
売上高

［前年同期比 5.2％減］
1,241百万円
営業利益

［前年同期比 10.5％減］

● 樹木販売
● 花卉販売

環境緑化分野 ● 安定供給体制の確立を
　背景とした全国販売網の
　構築
● 企画・提案型営業手法の
　確立によるアライアンス型
　販売の推進

植物材料や苗木の供給を
行う「樹木販売」、日々の
生活を彩る「花卉販売」
など、緑あふれる生活環
境づくりを展開。

当社保有の土地活用を
ベースにエステイト
（不動産）開発事業や
ショッピングセンター、
住宅・オフィスビルなどの
賃貸事業を展開。

省エネ、省資源、PM診断
などのノウハウを活用し、
ビルや工場などの
省エネ化に向け包括的な
マネジメントを展開。現状認識と課題

ライフクリエイトセグメントの2018年度経営概況は、商業デ
ベロッパー分野ではショッピングセンター事業において、つか
しん（兵庫県尼崎市）が台風や地震等天候の影響を受けたも
のの、全体としては地域に密着した運営により堅調に推移し
ました。賃貸事業は、新規案件が貢献しました。またスポーツ
クラブ分野では、特化型ジムや24時間ジムの新規出店が加
速する中で、既存店の会員数が減少したため苦戦しました。環
境緑化分野は、樹木販売部門、花卉販売部門ともに苦戦しま
した。課題としましては、ショッピングセンターの活性化や、ス
ポーツクラブ市場における競争激化に対する他社との差異
化、環境緑化分野では、新しいチャネルへの展開、大型物件
の獲得に取り組みます。

基本方針と主な取り組み
中期経営計画の達成に向け、各分野の課題を明確化して具
体的な取り組みを進めていきます。エステイト開発分野で

は、遊休地活用を主体としたビジネスのみならず、グループ
資産の有効活用を推進してまいります。つかしんなどの商業
施設については、地域密着型、来街者満足度の高いテナント
づくりに取り組みます。また温浴施設「湯の華廊」はリニュー
アル効果を活かし利用率を向上していきます。スポーツクラ
ブ分野では、店舗特性に合わせた会員獲得活動の推進、差
異化できる魅力ある店舗の構築に取り組みます。環境緑化
分野においては、首都圏での大型受注獲得や、エリア戦略を
推進し、販売力を強化します。

注力するテーマ
ライフクリエイトセグメントは、グンゼの歴史の中で培われた
技術やノウハウを活かして事業分野のシナジーをクリエイト
し、快適な空間づくりをサポートしています。スポーツクラブ
での健康・医療分野への取り組みや、環境緑化分野でのより
良いコミュニティ・社会づくりへのサポートなど、QOLの向上
に貢献することでグンゼブランドの価値向上に取り組みます。

製品・サービス 概要 CAN20戦略課題

● スポーツクラブの
　運営
　（全国に22店舗展開※）
　　※2019年6月時点

スポーツクラブ分野 ● 新業態へのチャレンジ
● スクラップ＆ビルドによる
　体質強化

地域に密着したスポーツ
クラブとして、質の高い
サービスとメニューを提供。
「スポーツを通じて豊かな
心と身体を育み、人々の
幸せを支援すること」を
使命とし、全国でクラブ
運営を展開。

今年で15年になるグンゼタウンセンターつかしん（兵庫県尼崎市）にある天然温泉「湯の華
廊」が、2018年11月にリニューアルオープンしました。今までになかったリラクシングスペー
スを備えた別館「癒し蔵」と、天然温泉×炭酸泉のコラボ風呂「癒しの湯」を新設。今後も地
域の皆さまに必要とされるような、健康と癒しの快適空間の提供に努めます。

コラボ風呂「癒しの湯」

「湯の華廊」リニューアルにより、地域の皆さまに快適空間を提供

● ショッピングセンター、
 　温浴施設の運営

商業デベロッパー分野 ● 「つかしん」にしまち北エリア
　再開発プロジェクト着手
● 「エルミ鴻巣」「前橋リリカ」
　リニューアルによる
　コミュニティ型SCの確立

● 新規開発の推進
　（工場跡地の再開発）

● 省エネ活動の推進

工場跡地や
施設跡地に設立した
商業施設において
地域住民の皆さまに
快適な空間を提供。

トピックス
売上高 営業利益

1982年4月 入社
2010年4月 執行役員、人事・総務部長、CHO代理
2013年6月 取締役に就任
 取締役兼執行役員、人事・総務部長、CHO代理
2014年6月 取締役兼執行役員、人事・総務部長、CCO、CHO代理
2017年4月 取締役兼執行役員、人事総務部長
2019年4月 取締役兼執行役員、グンゼ開発（株）代表取締役社長（現任）
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