
 

平成平成平成平成20年年年年3月期月期月期月期（（（（第第第第61期期期期））））

中間決算説明会中間決算説明会中間決算説明会中間決算説明会

－－－－スタートスタートスタートスタート！！！！第二創業第二創業第二創業第二創業－－－－

平成平成平成平成19年年年年10月月月月31日日日日
エステーエステーエステーエステー株式会社株式会社株式会社株式会社

社長社長社長社長　　　　小林小林小林小林　　　　寛三寛三寛三寛三



本日本日本日本日のののの説明内容説明内容説明内容説明内容本日本日本日本日のののの説明内容説明内容説明内容説明内容

１．上期の連結業績

２．上期のハイライト

３．下期の重点戦略＆トピックス

４．通期業績の見通し



新生新生新生新生「「「「エステーエステーエステーエステー」」」」スタートスタートスタートスタート

■会社会社会社会社がががが目指目指目指目指すすすす方向方向方向方向

　　　　　　　　　『　『　『　『世世世世にないことをやるにないことをやるにないことをやるにないことをやる会社会社会社会社』』』』

■■■■企業企業企業企業スローガンスローガンスローガンスローガン

　　　　　　　　　　　　『『『『空気空気空気空気をかえようをかえようをかえようをかえよう』』』』

■■■■３３３３つのつのつのつの方針方針方針方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１．．．．効率化経営効率化経営効率化経営効率化経営

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（絞絞絞絞りりりり込込込込みとみとみとみと集中集中集中集中、、、、社内連携強化社内連携強化社内連携強化社内連携強化））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２２２．．．．成長経営成長経営成長経営成長経営

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（革新的新製品開発革新的新製品開発革新的新製品開発革新的新製品開発、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３３３．．．．チームワークチームワークチームワークチームワーク経営経営経営経営

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（意識改革意識改革意識改革意識改革））））



１．上期の連結業績



　　中間配当　11円　（年間配当　22円を予定）　　　　中間配当　中間配当　1111円円　（年間配当　　（年間配当　2222円を予定）円を予定）

１１１１．．．．業績結果業績結果業績結果業績結果（（（（連結連結連結連結））））１１１１．．．．業績結果業績結果業績結果業績結果（（（（連結連結連結連結））））

増収増収増収増収・・・・減益減益減益減益増収増収増収増収・・・・減益減益減益減益

金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 売上比売上比売上比売上比（％）（％）（％）（％） 金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 売上比売上比売上比売上比（％）（％）（％）（％） 金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 前期比前期比前期比前期比（％）（％）（％）（％）

売上高売上高売上高売上高 223223223223 ---- 228228228228 ---- +4+4+4+4 +1.9+1.9+1.9+1.9

営業利益営業利益営業利益営業利益 24242424 11.111.111.111.1 21212121 9.69.69.69.6 △3△3△3△3 △12.0△12.0△12.0△12.0

経常利益経常利益経常利益経常利益 23232323 10.410.410.410.4 20202020 8.88.88.88.8 △3△3△3△3 △13.6△13.6△13.6△13.6

中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益 13131313 5.95.95.95.9 9999 4.14.14.14.1 △3△3△3△3 △29.2△29.2△29.2△29.2

1111株当株当株当株当たりたりたりたり中間中間中間中間
純利益純利益純利益純利益（（（（円円円円）））） 47.6847.6847.6847.68 ---- 36.1536.1536.1536.15 ---- △11.52△11.52△11.52△11.52 △24.2△24.2△24.2△24.2

平成平成平成平成19191919年年年年3333月期中間月期中間月期中間月期中間 平成平成平成平成20202020年年年年3333月期中間月期中間月期中間月期中間 増減増減増減増減



損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書（（（（連結連結連結連結））））損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書（（（（連結連結連結連結））））

増減増減増減増減

金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 売上比売上比売上比売上比（％）（％）（％）（％） 金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 売上比売上比売上比売上比（％）（％）（％）（％） 金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円））））

売上高売上高売上高売上高 223223223223 ---- 228228228228 ---- +4+4+4+4
　　　　　　　　売上原価売上原価売上原価売上原価 116116116116 52.052.052.052.0 121121121121 53.253.253.253.2 +4+4+4+4
売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 107107107107 48.048.048.048.0 106106106106 46.846.846.846.8 △△△△0000
　　　　　　　　販売費及販売費及販売費及販売費及びびびび一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 82828282 36.936.936.936.9 84848484 37.237.237.237.2 +2+2+2+2
営業利益営業利益営業利益営業利益 24242424 11.111.111.111.1 21212121 9.69.69.69.6 △△△△3333
　　　　　　　　営業外損益営業外損益営業外損益営業外損益 △△△△1111 △△△△0.70.70.70.7 △△△△1111 △△△△0.80.80.80.8 △△△△0000
経常利益経常利益経常利益経常利益 23232323 10.410.410.410.4 20202020 8.88.88.88.8 △△△△3333
　　　　　　　　特別損益特別損益特別損益特別損益 △△△△0000 △△△△0.10.10.10.1 △△△△2222 △△△△1.21.21.21.2 △△△△2222
税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益 23232323 10.310.310.310.3 17171717 7.67.67.67.6 △△△△5555
　　　　　　　　法人税等法人税等法人税等法人税等 9999 4.34.34.34.3 7777 3.43.43.43.4 △△△△1111
　　　　　　　　少数株主利益少数株主利益少数株主利益少数株主利益 0000 0.10.10.10.1 0000 0.10.10.10.1 △△△△0000
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 13131313 5.95.95.95.9 9999 4.14.14.14.1 △△△△3333

平成平成平成平成19191919年年年年3333月期中間月期中間月期中間月期中間 平成平成平成平成20202020年年年年3333月期中間月期中間月期中間月期中間



２２２２．．．．カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー別売上別売上別売上別売上（（（（連結連結連結連結））））２２２２．．．．カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー別売上別売上別売上別売上（（（（連結連結連結連結））））

金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 売上比売上比売上比売上比（％）（％）（％）（％） 金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 売上比売上比売上比売上比（％）（％）（％）（％） 金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 前期比前期比前期比前期比（％）（％）（％）（％）

【【【【防虫防虫防虫防虫・・・・衛生関連事業衛生関連事業衛生関連事業衛生関連事業】】】】 78787878 35%35%35%35% 74747474 33%33%33%33% △△△△3333 △△△△4.44.44.44.4

　　　　　　　　衣類衣類衣類衣類ケアケアケアケア（（（（防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤）））） 58585858 26%26%26%26% 55555555 24%24%24%24% △△△△2222 △△△△4.64.64.64.6

　　　　　　　　ハンドケアハンドケアハンドケアハンドケア（（（（手袋手袋手袋手袋）））） 14141414 6%6%6%6% 15151515 7%7%7%7% +0+0+0+0 +6.3+6.3+6.3+6.3
　　　　　　　　サーモケアサーモケアサーモケアサーモケア（（（（カイロカイロカイロカイロ）））） 5555 3%3%3%3% 4444 2%2%2%2% △△△△1111 △△△△28.628.628.628.6

【【【【家庭環境関連事業家庭環境関連事業家庭環境関連事業家庭環境関連事業】】】】 145145145145 65%65%65%65% 153153153153 67%67%67%67% +7+7+7+7 +5.2+5.2+5.2+5.2
　　　　　　　　エアケアエアケアエアケアエアケア（（（（消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤）））） 106106106106 48%48%48%48% 112112112112 49%49%49%49% +5+5+5+5 +5.1+5.1+5.1+5.1
　　　　　　　　湿気湿気湿気湿気ケアケアケアケア（（（（除湿剤除湿剤除湿剤除湿剤）））） 17171717 8%8%8%8% 16161616 7%7%7%7% △△△△1111 △△△△6.26.26.26.2

　　　　　　　　ホームケアホームケアホームケアホームケア（（（（クリーナークリーナークリーナークリーナー他他他他）））） 21212121 9%9%9%9% 24242424 11%11%11%11% +3+3+3+3 +14.9+14.9+14.9+14.9
 合 計 合 計 合 計 合 計 223223223223 ---- 228228228228 ---- ++++4444 +1.9+1.9+1.9+1.9

増減増減増減増減平成平成平成平成19191919年年年年3333月期中間月期中間月期中間月期中間 平成平成平成平成20202020年年年年3333月期中間月期中間月期中間月期中間



四半期四半期四半期四半期（（（（累計累計累計累計））））売上前期比売上前期比売上前期比売上前期比トレンドトレンドトレンドトレンド四半期四半期四半期四半期（（（（累計累計累計累計））））売上前期比売上前期比売上前期比売上前期比トレンドトレンドトレンドトレンド
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5555
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15151515

20202020

25252525

第第第第1111四半期四半期四半期四半期 ～～～～第第第第2222四半期四半期四半期四半期 ～～～～第第第第3333四半期四半期四半期四半期 通期実績通期実績通期実績通期実績

消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤

防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤

ホームケアホームケアホームケアホームケア

除湿剤除湿剤除湿剤除湿剤

手袋手袋手袋手袋

カイロカイロカイロカイロ

クリーナークリーナークリーナークリーナー新製品新製品新製品新製品・・・・
立体着圧立体着圧立体着圧立体着圧ソックスソックスソックスソックス寄与寄与寄与寄与

業務用手袋業務用手袋業務用手袋業務用手袋・・・・海外海外海外海外
市場市場市場市場のののの手袋手袋手袋手袋がががが好調好調好調好調

消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤のののの企画企画企画企画消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤のののの企画企画企画企画
品品品品・・・・新製品好調新製品好調新製品好調新製品好調品品品品・・・・新製品好調新製品好調新製品好調新製品好調

カイロカイロカイロカイロはははは、、、、シーズンシーズンシーズンシーズン序盤序盤序盤序盤
のののの気温気温気温気温がががが高高高高くくくく出足鈍化出足鈍化出足鈍化出足鈍化

残暑残暑残暑残暑がががが長引長引長引長引きききき、、、、秋秋秋秋のののの防虫防虫防虫防虫
剤剤剤剤ののののピークピークピークピーク時時時時がががが遅遅遅遅れるれるれるれる

％％％％

＜＜＜＜プラスプラスプラスプラス要因要因要因要因＞＞＞＞＜＜＜＜プラスプラスプラスプラス要因要因要因要因＞＞＞＞

＜＜＜＜マイナスマイナスマイナスマイナス要因要因要因要因＞＞＞＞＜＜＜＜マイナスマイナスマイナスマイナス要因要因要因要因＞＞＞＞

防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤ののののピークピークピークピークがががが
10月以降月以降月以降月以降にずれにずれにずれにずれ込込込込むむむむ

カイロカイロカイロカイロのののの立立立立ちちちち上上上上がりがりがりがり
がががが10月月月月にずれにずれにずれにずれ込込込込むむむむ



0000....4444億億億億

3333....7777億億億億

1111 ....0000億億億億

△△△△1111 ....8888億億億億

△△△△3333....3333億億億億

△△△△0000....8888億億億億

△△△△2.22.22.22.2億億億億

-5-5-5-5 -4-4-4-4 -3-3-3-3 -2-2-2-2 -1-1-1-1 0000 1111 2222 3333 4444 5555

増加要因増加要因増加要因増加要因 減少要因減少要因減少要因減少要因

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング費用費用費用費用のののの増加増加増加増加

原材料費上昇原材料費上昇原材料費上昇原材料費上昇

防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤・・・・カイロカイロカイロカイロ等等等等、、、、数量減数量減数量減数量減

購買購買購買購買／／／／製造原価製造原価製造原価製造原価のののの低減等低減等低減等低減等

消臭芳香剤等消臭芳香剤等消臭芳香剤等消臭芳香剤等・・・・数量増数量増数量増数量増

返品返品返品返品ロスロスロスロスのののの削減削減削減削減

営業利益営業利益営業利益営業利益のののの増減要因増減要因増減要因増減要因営業利益営業利益営業利益営業利益のののの増減要因増減要因増減要因増減要因　　　　　　　　（（（（連結連結連結連結：：：：（（（（連結連結連結連結：：：：△△△△△△△△3.03.03.03.03.03.03.03.0億円億円億円億円））））億円億円億円億円））））

【【【【増加要因増加要因増加要因増加要因】】】】

【【【【減少要因減少要因減少要因減少要因】】】】

物流費物流費物流費物流費・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ費用費用費用費用のののの増加増加増加増加



２．上期のハイライト



ハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライト

①①①①競争激化競争激化競争激化競争激化するするするするエアケアエアケアエアケアエアケア市場市場市場市場においてにおいてにおいてにおいて売上売上売上売上アップアップアップアップ①①①①競争激化競争激化競争激化競争激化するするするするエアケアエアケアエアケアエアケア市場市場市場市場においてにおいてにおいてにおいて売上売上売上売上アップアップアップアップ

②②②②天候不順天候不順天候不順天候不順によるによるによるによる影響影響影響影響②②②②天候不順天候不順天候不順天候不順によるによるによるによる影響影響影響影響

③③③③グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開がががが好調好調好調好調③③③③グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開がががが好調好調好調好調

④④④④原材料価格原材料価格原材料価格原材料価格のののの高騰高騰高騰高騰によるによるによるによる利益圧迫利益圧迫利益圧迫利益圧迫④④④④原材料価格原材料価格原材料価格原材料価格のののの高騰高騰高騰高騰によるによるによるによる利益圧迫利益圧迫利益圧迫利益圧迫

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤ 88月月月月月月月月11日日日日のののの社名変更社名変更社名変更社名変更日日日日のののの社名変更社名変更社名変更社名変更



①①①①競争激化競争激化競争激化競争激化するするするするエアケアエアケアエアケアエアケア市場市場市場市場においてにおいてにおいてにおいて売上売上売上売上アップアップアップアップ①①①①競争激化競争激化競争激化競争激化するするするするエアケアエアケアエアケアエアケア市場市場市場市場においてにおいてにおいてにおいて売上売上売上売上アップアップアップアップ

ハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライト

消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤　　　　上期売上上期売上上期売上上期売上前期比前期比前期比前期比 5.1％％％％アップアップアップアップ

主力主力主力主力ブランドブランドブランドブランドのののの集中販売集中販売集中販売集中販売＋＋＋＋新製品新製品新製品新製品・・・・企画品企画品企画品企画品

消臭力消臭力消臭力消臭力【【【【106%】】】】 エアウォッシュエアウォッシュエアウォッシュエアウォッシュ【【【【144%】】】】 消臭消臭消臭消臭プラグプラグプラグプラグ【【【【105％】％】％】％】 脱臭炭脱臭炭脱臭炭脱臭炭【【【【114%】】】】

参考：平成19年4月～9月　消臭芳香剤マーケットサイズの伸び　103％

トイレトイレトイレトイレ用用用用・・・・スプレースプレースプレースプレー好調好調好調好調
ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン企画品企画品企画品企画品ヒットヒットヒットヒット

新製品新製品新製品新製品：：：：収納空間用収納空間用収納空間用収納空間用やややや
トイレトイレトイレトイレＣＵＢＥＣＵＢＥＣＵＢＥＣＵＢＥがががが寄与寄与寄与寄与

殿様殿様殿様殿様ＣＭＣＭＣＭＣＭがががが好評好評好評好評
詰詰詰詰めめめめ替替替替ええええリピートリピートリピートリピート順調順調順調順調

冷蔵庫用冷蔵庫用冷蔵庫用冷蔵庫用がががが大幅伸長大幅伸長大幅伸長大幅伸長

競合他社
の新製品

外資系
メーカー参入



②②②②天候不順天候不順天候不順天候不順によるによるによるによる影響影響影響影響②②②②天候不順天候不順天候不順天候不順によるによるによるによる影響影響影響影響

ハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライト

長引長引長引長引くくくく残暑残暑残暑残暑のののの影響影響影響影響でででで、「、「、「、「防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤」」」」とととと「「「「カイロカイロカイロカイロ」」」」のののの売上売上売上売上がががが下期下期下期下期にずれにずれにずれにずれ込込込込みみみみ

100％
平成平成平成平成19年年年年 4月月月月～～～～8月月月月

9月月月月

107.5%

88%

＋
←

→
－

売上前期比売上前期比売上前期比売上前期比　（モデル図）

9月売上前期比

防虫剤　80％
カイロ　 77％

①①①①秋秋秋秋のののの防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤シーズンシーズンシーズンシーズン
　・衣替え時期の遅れにより

　 ピークが下期にずれ込む

②②②②カイロカイロカイロカイロのののの立立立立ちちちち上上上上がりがりがりがり

　・店頭への導入に遅れ

①①①①秋秋秋秋のののの防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤シーズンシーズンシーズンシーズン
　・衣替え時期の遅れにより

　 ピークが下期にずれ込む

②②②②カイロカイロカイロカイロのののの立立立立ちちちち上上上上がりがりがりがり

　・店頭への導入に遅れ

上期上期上期上期のののの売上売上売上売上・・・・利益利益利益利益にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響



③③③③グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開がががが好調好調好調好調③③③③グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開がががが好調好調好調好調

ハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライト

そのそのそのその他他他他
14%14%14%14%

欧州欧州欧州欧州
23%23%23%23%

米国米国米国米国
20%20%20%20%

アジアアジアアジアアジア
43%43%43%43%

前期比前期比前期比前期比 314％％％％
○韓国ビジネス好調
　・愛敬ＳＴスタート
　・導入後、ＴＶ宣伝開始
　・パブリシティ掲載
○アジア市場における
代理店との協働

前期比前期比前期比前期比 97％％％％
○脱臭炭・ドライペットは
順調に推移

・販売店舗数の拡大

前期比前期比前期比前期比 130％％％％
○手袋を中心に売上を拡大

前期比前期比前期比前期比 160％％％％
○東欧など、消臭芳香剤好調

上期
12.4億円
（164％）



④④④④原材料価格原材料価格原材料価格原材料価格のののの高騰高騰高騰高騰などによるなどによるなどによるなどによる利益圧迫利益圧迫利益圧迫利益圧迫④④④④原材料価格原材料価格原材料価格原材料価格のののの高騰高騰高騰高騰などによるなどによるなどによるなどによる利益圧迫利益圧迫利益圧迫利益圧迫

ハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライト

売上原価率売上原価率売上原価率売上原価率　　　　53.2％（％（％（％（前期中間前期中間前期中間前期中間　　　　52.0％）％）％）％）　　　　　　　　※※※※売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益：：：：△△△△0.8億円億円億円億円

＜＜＜＜プラスプラスプラスプラス＞＞＞＞　　 ■購買購買購買購買／／／／製造原価製造原価製造原価製造原価のののの低減低減低減低減（（（（コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン）　）　）　）　⇒⇒⇒⇒1.0億円億円億円億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■■■■消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤消臭芳香剤・・・・ホームケアホームケアホームケアホームケア・・・・手袋手袋手袋手袋のののの数量増数量増数量増数量増　　　　⇒⇒⇒⇒3.7億円億円億円億円

＜＜＜＜マイナスマイナスマイナスマイナス＞＞＞＞　■原油価格高騰原油価格高騰原油価格高騰原油価格高騰によるによるによるによる原材料費原材料費原材料費原材料費のののの上昇上昇上昇上昇　　　　⇒⇒⇒⇒△△△△2.2億円億円億円億円
①原料比率の高いカテゴリー・・・防虫剤・手袋

②パッケージ・ダンボール等の資材･･･カテゴリー全般

　　　　　　　　　 ■天候要因天候要因天候要因天候要因によるによるによるによる防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤・・・・カイロカイロカイロカイロ・・・・除湿剤除湿剤除湿剤除湿剤のののの数量減数量減数量減数量減　　　　⇒⇒⇒⇒△△△△3.3億円億円億円億円

【対策】

①部門横断的 ＶＡ・ＶＥ活動によるコストダウン

②製・配・販の連携による無駄の排除

③高付加価値商品の開発・育成

【対策】

①部門横断的 ＶＡ・ＶＥ活動によるコストダウン

②製・配・販の連携による無駄の排除

③高付加価値商品の開発・育成



⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤ 88月月月月月月月月11日日日日のののの社名変更社名変更社名変更社名変更日日日日のののの社名変更社名変更社名変更社名変更

社名変更ＣＭ・新聞広告・ホームページ刷新

新約束新約束新約束新約束「「「「ここちよさへのここちよさへのここちよさへのここちよさへの新工夫新工夫新工夫新工夫」」」」

ハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライトハイライト

【【【【効効効効果果果果】】】】

①①①①新社名新社名新社名新社名のののの認知率認知率認知率認知率・・・・・・・・・・・・約約約約60％　％　％　％　（（（（インターネットインターネットインターネットインターネット調査調査調査調査））））

②②②②メディアメディアメディアメディア・・・・流通流通流通流通へのへのへのへの話題話題話題話題づくりづくりづくりづくり

③③③③社内社内社内社内におけるにおけるにおけるにおける変化変化変化変化････････････例例例例））））アイデアアイデアアイデアアイデアのたまごのたまごのたまごのたまご

【【【【費費費費用用用用】】】】

◎◎◎◎社名変更社名変更社名変更社名変更ＣＭ、ＣＭ、ＣＭ、ＣＭ、看板看板看板看板、、、、商品商品商品商品パッケージパッケージパッケージパッケージ関連等関連等関連等関連等・・・・・・・・・・・・約約約約2.7億円億円億円億円

社名変更社名変更社名変更社名変更＝＝＝＝重要重要重要重要なななな『『『『戦略戦略戦略戦略』』』』社名変更社名変更社名変更社名変更＝＝＝＝重要重要重要重要なななな『『『『戦略戦略戦略戦略』』』』 ⇒⇒⇒⇒新新新新たなたなたなたなビジネスビジネスビジネスビジネスにににに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢⇒⇒⇒⇒新新新新たなたなたなたなビジネスビジネスビジネスビジネスにににに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢



３．下期の重点戦略＆トピックス



【【【【下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略】】】】

　　　　①①①①絞絞絞絞りりりり込込込込みとみとみとみと集中集中集中集中

　　　　②②②②世世世世にないにないにないにない商品商品商品商品のののの開発開発開発開発・・・・育成育成育成育成

　　　　③③③③マーケティングコストマーケティングコストマーケティングコストマーケティングコストのののの効率化効率化効率化効率化

　　　　④④④④グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる強化強化強化強化



◎◎◎◎高収益体質高収益体質高収益体質高収益体質へのへのへのへの変革変革変革変革

≪≪≪≪品種削減品種削減品種削減品種削減≫≫≫≫中間期末中間期末中間期末中間期末：：：：289289289289品種品種品種品種 （（（（今期目標今期目標今期目標今期目標290290290290品種品種品種品種））））

◎◎◎◎高収益体質高収益体質高収益体質高収益体質へのへのへのへの変革変革変革変革◎◎◎◎高収益体質高収益体質高収益体質高収益体質へのへのへのへの変革変革変革変革

≪≪≪≪品種削減品種削減品種削減品種削減≫≫≫≫≪≪≪≪品種削減品種削減品種削減品種削減≫≫≫≫中間期末中間期末中間期末中間期末：：：：中間期末中間期末中間期末中間期末：：：：289289289289289289289289品種品種品種品種品種品種品種品種 （（（（今期目標今期目標今期目標今期目標（（（（今期目標今期目標今期目標今期目標290290290290290290290290品種品種品種品種））））品種品種品種品種））））

①①①①絞絞絞絞りりりり込込込込みとみとみとみと集中集中集中集中

862

708

403
484

297 282 297
380 364

298 290

0

200

400

600

800

1000

品種品種品種品種

５１期 ５２期 ５３期 ５４期 ５５期 ５６期 ５７期 ５８期 ５９期 ６０期 ６１期目標

エステーグループエステーグループエステーグループエステーグループ　　　　品種数推移品種数推移品種数推移品種数推移

効率化経営効率化経営効率化経営

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略



≪≪≪≪コアブランドコアブランドコアブランドコアブランド集中集中集中集中≫≫≫≫≪≪≪≪コアブランドコアブランドコアブランドコアブランド集中集中集中集中≫≫≫≫≪≪≪≪コアブランドコアブランドコアブランドコアブランド集中集中集中集中≫≫≫≫

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略

○○○○秋秋秋秋シーズンシーズンシーズンシーズン後半後半後半後半のののの販促強化販促強化販促強化販促強化

○○○○クローゼットクローゼットクローゼットクローゼット用用用用・・・・防虫防虫防虫防虫カバーカバーカバーカバーのののの拡売拡売拡売拡売

○○○○年末年末年末年末にににに本体本体本体本体をををを再拡売再拡売再拡売再拡売
○○○○ＣＭＣＭＣＭＣＭ連動連動連動連動＜＜＜＜殿様殿様殿様殿様11変化変化変化変化＞＞＞＞

○○○○トイレトイレトイレトイレＣＵＢＥＣＵＢＥＣＵＢＥＣＵＢＥのののの育成育成育成育成

○○○○収納空間用収納空間用収納空間用収納空間用のののの多面展開多面展開多面展開多面展開

○○○○ラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリー シリーズシリーズシリーズシリーズ拡売拡売拡売拡売

○○○○年末年末年末年末～～～～来春来春来春来春のののの季節限定企画品季節限定企画品季節限定企画品季節限定企画品



②②②②②②②②““““““““世世世世にないにないにないにない商品商品商品商品世世世世にないにないにないにない商品商品商品商品””””””””のののの開発開発開発開発とととと育成育成育成育成のののの開発開発開発開発とととと育成育成育成育成

◎◎◎◎市場創造型商品市場創造型商品市場創造型商品市場創造型商品ででででマーケットマーケットマーケットマーケット拡大拡大拡大拡大

・・・・差別性差別性差別性差別性のののの高高高高いいいい付加価値商品付加価値商品付加価値商品付加価値商品のののの開発開発開発開発

・・・・癒癒癒癒しししし系系系系ビジネスビジネスビジネスビジネス

・・・・セルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーション

◎◎◎◎市場創造型商品市場創造型商品市場創造型商品市場創造型商品ででででマーケットマーケットマーケットマーケット拡大拡大拡大拡大◎◎◎◎市場創造型商品市場創造型商品市場創造型商品市場創造型商品ででででマーケットマーケットマーケットマーケット拡大拡大拡大拡大

・・・・差別性差別性差別性差別性のののの高高高高いいいい付加価値商品付加価値商品付加価値商品付加価値商品のののの開発開発開発開発・・・・差別性差別性差別性差別性のののの高高高高いいいい付加価値商品付加価値商品付加価値商品付加価値商品のののの開発開発開発開発

・・・・癒癒癒癒しししし系系系系ビジネスビジネスビジネスビジネス・・・・癒癒癒癒しししし系系系系ビジネスビジネスビジネスビジネス

・・・・セルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーション・・・・セルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーションセルフメディケーション

成長経営成長経営成長経営

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略

秋に発売した革新的な新製品の育成



秋秋秋秋のののの新製品新製品新製品新製品　　　　出荷好調出荷好調出荷好調出荷好調

『『『『エアウォッシュエアウォッシュエアウォッシュエアウォッシュ　　　　トイレトイレトイレトイレＣＵＢＥ』ＣＵＢＥ』ＣＵＢＥ』ＣＵＢＥ』

【【【【発売発売発売発売】】】】8月月月月6日日日日
【【【【価格価格価格価格】】】】本体本体本体本体・・・・つけかえつけかえつけかえつけかえ420円円円円/315円円円円（（（（税抜税抜税抜税抜））））
★★★★初年度販売目標初年度販売目標初年度販売目標初年度販売目標：：：：計計計計600万個万個万個万個

『『『『セルフケアセルフケアセルフケアセルフケア 立体着圧立体着圧立体着圧立体着圧ソックスソックスソックスソックス』』』』

【【【【発売発売発売発売】】】】9月月月月10日日日日
【【【【価格価格価格価格】】】】オープンオープンオープンオープン（（（（実勢売価実勢売価実勢売価実勢売価　　　　1,980円円円円））））
★★★★初年度販売目標初年度販売目標初年度販売目標初年度販売目標：：：：20万足万足万足万足

出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績9.6万足万足万足万足（～（～（～（～9月月月月））））出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績9.69.6万足万足万足万足万足万足万足万足（～（～（～（～（～（～（～（～99月月月月））））月月月月））））出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績162万個万個万個万個（～（～（～（～9月月月月））））出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績162162万個万個万個万個万個万個万個万個（～（～（～（～（～（～（～（～99月月月月））））月月月月））））

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略



『『『『パワーズパワーズパワーズパワーズ　　　　ノズルウォッシュノズルウォッシュノズルウォッシュノズルウォッシュ』』』』

【【【【発売発売発売発売】】】】9月月月月3日日日日

【【【【価格価格価格価格】】】】オープンオープンオープンオープン

（（（（実勢売価実勢売価実勢売価実勢売価　　　　598円円円円））））

★★★★初年度販売目標初年度販売目標初年度販売目標初年度販売目標：：：：50万個万個万個万個

出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績24万個万個万個万個（～（～（～（～9月月月月））））出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績2424万個万個万個万個万個万個万個万個（～（～（～（～（～（～（～（～99月月月月））））月月月月））））

『『『『パワーズパワーズパワーズパワーズ　　　　クエンクエンクエンクエン酸酸酸酸ブラッシュブラッシュブラッシュブラッシュ』』』』

【【【【発売発売発売発売】】】】9月月月月25日日日日

【【【【価格価格価格価格】】】】オープンオープンオープンオープン

（（（（実勢売価実勢売価実勢売価実勢売価　　　　298円円円円））））

★★★★初年度販売目標初年度販売目標初年度販売目標初年度販売目標：：：：30万個万個万個万個

出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績17万個万個万個万個（～（～（～（～9月月月月））））出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績1717万個万個万個万個万個万個万個万個（～（～（～（～（～（～（～（～99月月月月））））月月月月））））

秋秋秋秋のののの新製品新製品新製品新製品　　　　出荷好調出荷好調出荷好調出荷好調

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略



③③③③マーケティングコストマーケティングコストマーケティングコストマーケティングコストのののの効率化効率化効率化効率化③③③③マーケティングコストマーケティングコストマーケティングコストマーケティングコストのののの効率化効率化効率化効率化

◎◎◎◎効率的効率的効率的効率的・・・・効果的効果的効果的効果的ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング活動活動活動活動

・・・・プライシングプライシングプライシングプライシングのののの推進推進推進推進

・・・・フィールドフィールドフィールドフィールド支援体制支援体制支援体制支援体制のののの強化強化強化強化

・・・・効果的効果的効果的効果的なななな販売促進販売促進販売促進販売促進

　　　　＜＜＜＜データデータデータデータにににに基基基基づくづくづくづく商談商談商談商談・・・・ＣＭＣＭＣＭＣＭとととと店頭店頭店頭店頭のののの連動連動連動連動＞＞＞＞

◎◎◎◎効率的効率的効率的効率的・・・・効果的効果的効果的効果的ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング活動活動活動活動◎◎◎◎効率的効率的効率的効率的・・・・効果的効果的効果的効果的ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング活動活動活動活動

・・・・プライシングプライシングプライシングプライシングのののの推進推進推進推進・・・・プライシングプライシングプライシングプライシングのののの推進推進推進推進

・・・・フィールドフィールドフィールドフィールド支援体制支援体制支援体制支援体制のののの強化強化強化強化・・・・フィールドフィールドフィールドフィールド支援体制支援体制支援体制支援体制のののの強化強化強化強化

・・・・効果的効果的効果的効果的なななな販売促進販売促進販売促進販売促進・・・・効果的効果的効果的効果的なななな販売促進販売促進販売促進販売促進

　　　　　　　　＜＜＜＜データデータデータデータにににに基基基基づくづくづくづく商談商談商談商談・・・・ＣＭＣＭＣＭＣＭとととと店頭店頭店頭店頭のののの連動連動連動連動＞＞＞＞＜＜＜＜データデータデータデータにににに基基基基づくづくづくづく商談商談商談商談・・・・ＣＭＣＭＣＭＣＭとととと店頭店頭店頭店頭のののの連動連動連動連動＞＞＞＞

効率化経営効率化経営効率化経営

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略



フィールドフィールドフィールドフィールド情報情報情報情報のののの活用活用活用活用

データデータデータデータにににに基基基基づくづくづくづく商談商談商談商談＋ＣＭ＋ＣＭ＋ＣＭ＋ＣＭ展開展開展開展開＋＋＋＋フィールドフィールドフィールドフィールド強化強化強化強化

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略

店頭店頭店頭店頭

プロモーション提案
ＣＭ投下

情報収集

ＰＯＳＰＯＳＰＯＳＰＯＳデータデータデータデータとととと気象気象気象気象データデータデータデータ等等等等をもとにをもとにをもとにをもとに需要予測需要予測需要予測需要予測をををを算出算出算出算出
⇒⇒⇒⇒商談商談商談商談においてにおいてにおいてにおいて販促計画販促計画販促計画販促計画をををを提案提案提案提案

対象対象対象対象カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー：：：：防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤・・・・カイロカイロカイロカイロ

好感度好感度好感度好感度のののの高高高高いいいいＣＭＣＭＣＭＣＭ

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク



☆☆☆☆上半期上半期上半期上半期ＣＭＣＭＣＭＣＭ到達度到達度到達度到達度：：：：日本日本日本日本のののの全企業全企業全企業全企業のののの中中中中でででで第第第第32323232位位位位

生活雑貨部門生活雑貨部門生活雑貨部門生活雑貨部門でででで第第第第6666位位位位

＜＜＜＜⇔⇔⇔⇔広告宣伝費広告宣伝費広告宣伝費広告宣伝費ランクランクランクランクはははは200200200200位程度位程度位程度位程度＞＞＞＞
（ＣＭ（ＣＭ（ＣＭ（ＣＭ総合研究所調査総合研究所調査総合研究所調査総合研究所調査・・・・認定認定認定認定））））

☆☆☆☆上半期上半期上半期上半期ＣＭＣＭＣＭＣＭ到達度到達度到達度到達度：：：：日本日本日本日本のののの全企業全企業全企業全企業のののの中中中中でででで第第第第32323232位位位位

生活雑貨部門生活雑貨部門生活雑貨部門生活雑貨部門でででで第第第第6666位位位位

＜＜＜＜⇔⇔⇔⇔広告宣伝費広告宣伝費広告宣伝費広告宣伝費ランクランクランクランクはははは200200200200位程度位程度位程度位程度＞＞＞＞
（ＣＭ（ＣＭ（ＣＭ（ＣＭ総合研究所調査総合研究所調査総合研究所調査総合研究所調査・・・・認定認定認定認定））））

効果的効果的効果的効果的ななななＣＭＣＭＣＭＣＭ展開展開展開展開！！！！～～～～ブランドブランドブランドブランド認知認知認知認知にににに貢献貢献貢献貢献～～～～

★月例ＣＭ到達度調査（生活雑貨作品別ランキング）

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略

【【【【消臭消臭消臭消臭プラグプラグプラグプラグ】】】】 【【【【おおおお部屋部屋部屋部屋のののの消臭力消臭力消臭力消臭力】】】】 【【【【トイレトイレトイレトイレのののの消臭力消臭力消臭力消臭力】】】】

5555位位位位（（（（2007200720072007年年年年6666月度月度月度月度）））） 3333位位位位（（（（2007200720072007年年年年7777月度月度月度月度）））） 4444位位位位（（（（2007200720072007年年年年8888月度月度月度月度））））



④④④④グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる強化強化強化強化④④④④グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる強化強化強化強化

◎◎◎◎「「「「世世世世にないにないにないにない商品商品商品商品」」」」をををを海外海外海外海外へへへへ◎◎◎◎「「「「世世世世にないにないにないにない商品商品商品商品」」」」をををを海外海外海外海外へへへへ

　１１１１．．．．米国展開米国展開米国展開米国展開のののの強化強化強化強化

　　　　　　　　　　　　・・・・ウォルマートウォルマートウォルマートウォルマート3,3003,3003,3003,300店舗店舗店舗店舗でででで除湿剤除湿剤除湿剤除湿剤・・・・脱臭剤脱臭剤脱臭剤脱臭剤をををを展開展開展開展開

　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒2008200820082008年春年春年春年春～～～～新規新規新規新規アイテムアイテムアイテムアイテム追加追加追加追加

　　　　２２２２．．．．アジアアジアアジアアジアにおけるにおけるにおけるにおける市場深耕市場深耕市場深耕市場深耕

　　　　　　　　　　　　・・・・韓国市場韓国市場韓国市場韓国市場におけるにおけるにおけるにおける本格展開本格展開本格展開本格展開

　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒2007200720072007年年年年9999月月月月～～～～大手流通大手流通大手流通大手流通にににに新規定番導入新規定番導入新規定番導入新規定番導入

　　　　　　　　　　　　・・・・新規新規新規新規チャネルチャネルチャネルチャネル開発開発開発開発

　　　　３３３３．．．．欧州欧州欧州欧州におけるにおけるにおけるにおける販売強化販売強化販売強化販売強化

　　　　　　　　　　　　・・・・新規新規新規新規チャネルチャネルチャネルチャネル開拓開拓開拓開拓＆＆＆＆アライアンスアライアンスアライアンスアライアンス強化強化強化強化

成長経営成長経営成長経営

下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略下期下期下期下期のののの重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略



【【【【トピックストピックストピックストピックス】】】】

　　　　①①①①自己株式自己株式自己株式自己株式のののの公開買付公開買付公開買付公開買付けけけけ

　　　　②②②②日本日本日本日本かおりかおりかおりかおり研究所研究所研究所研究所のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ



①①①①自己株式自己株式自己株式自己株式のののの公開買付公開買付公開買付公開買付けけけけ①①①①自己株式自己株式自己株式自己株式のののの公開買付公開買付公開買付公開買付けけけけ

トピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックス

【【【【目目目目 的的的的】】】】 機動的機動的機動的機動的なななな資本政策資本政策資本政策資本政策のののの遂行遂行遂行遂行・・・・資本効率資本効率資本効率資本効率のののの改善改善改善改善・・・・株主株主株主株主へのへのへのへの利益還元利益還元利益還元利益還元

○○○○自己株式自己株式自己株式自己株式のののの公開買付公開買付公開買付公開買付けけけけ　　　　　　　　　　　　期間期間期間期間：：：：平成平成平成平成19191919年年年年9999月月月月10101010日日日日～～～～10101010月月月月10101010日日日日

○○○○買付買付買付買付けけけけ等等等等のののの価格価格価格価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1111株株株株につきにつきにつきにつき1,4901,4901,4901,490円円円円

○○○○公開買付公開買付公開買付公開買付けのけのけのけの結果結果結果結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400400400400万株万株万株万株（（（（59.659.659.659.6億円億円億円億円）　）　）　）　

※※※※自己株式数自己株式数自己株式数自己株式数　　　　約約約約770770770770万株万株万株万株

自己株取得自己株取得自己株取得自己株取得 自己株消却自己株消却自己株消却自己株消却

平成平成平成平成18181818年年年年3333月期末月期末月期末月期末
までのまでのまでのまでの累計累計累計累計

約 約 約 約 519519519519万株万株万株万株
（（（（約 約 約 約 41414141億円億円億円億円））））

約 約 約 約 318318318318万株万株万株万株
（（（（約 約 約 約 22222222億円億円億円億円））））

平成平成平成平成19191919年年年年3333月期月期月期月期
約 約 約 約 311311311311万株万株万株万株
（（（（約 約 約 約 49494949億円億円億円億円））））

約 約 約 約 84848484万株万株万株万株
（（（（約約約約11111111億円億円億円億円））））

平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期
（（（（10101010月月月月30303030日現在日現在日現在日現在））））

400400400400万株万株万株万株
（（（（約 約 約 約 60606060億円億円億円億円））））

＊＊＊＊

累計累計累計累計
約 約 約 約 1111,,,,230230230230万株万株万株万株
（（（（約 約 約 約 150150150150億円億円億円億円））））

約 約 約 約 402402402402万株万株万株万株
（（（（約 約 約 約 33333333億円億円億円億円））））



②②②②日本日本日本日本かおりかおりかおりかおり研究所研究所研究所研究所のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ②②②②日本日本日本日本かおりかおりかおりかおり研究所研究所研究所研究所のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

トピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックス

【経営理念】　人の「心と体」に良い空気を広く社会に広げていく

独立行政法人独立行政法人独立行政法人独立行政法人　　　　科学技術振興機構科学技術振興機構科学技術振興機構科学技術振興機構（ＪＳＴ）（ＪＳＴ）（ＪＳＴ）（ＪＳＴ）

革新的革新的革新的革新的ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー活用開発活用開発活用開発活用開発のののの平成平成平成平成１９１９１９１９年度公募年度公募年度公募年度公募をををを受託受託受託受託

独立行政法人独立行政法人独立行政法人独立行政法人　　　　森林総合研究所森林総合研究所森林総合研究所森林総合研究所のののの基礎技術基礎技術基礎技術基礎技術
をををを発展的発展的発展的発展的にににに実用化実用化実用化実用化するするするする研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業

≪≪≪≪開発課題開発課題開発課題開発課題≫≫≫≫

『『『『樹木精油樹木精油樹木精油樹木精油をををを利用利用利用利用したしたしたした環境汚染物質環境汚染物質環境汚染物質環境汚染物質のののの無害化剤無害化剤無害化剤無害化剤』』』』

新新新新たなたなたなたな““““空気空気空気空気ビジネスビジネスビジネスビジネス””””へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦



４．通期の業績見通し

さらなる成長に向けて

“基盤づくり”の年



通期数値目標通期数値目標通期数値目標通期数値目標＜＜＜＜連結連結連結連結＞＞＞＞通期数値目標通期数値目標通期数値目標通期数値目標＜＜＜＜連結連結連結連結＞＞＞＞通期数値目標通期数値目標通期数値目標通期数値目標＜＜＜＜連結連結連結連結＞＞＞＞

金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 売上比売上比売上比売上比（％）（％）（％）（％） 金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 売上比売上比売上比売上比（％）（％）（％）（％） 金額金額金額金額（（（（億円億円億円億円）））） 前期比前期比前期比前期比（％）（％）（％）（％）

売上高売上高売上高売上高 452452452452 ーーーー 462462462462 ーーーー +9+9+9+9 +2.2+2.2+2.2+2.2

営業利益営業利益営業利益営業利益 33333333 7.47.47.47.4 34343434 7.47.47.47.4 +0+0+0+0 +1.7+1.7+1.7+1.7

経常利益経常利益経常利益経常利益 30303030 6.86.86.86.8 29292929 6.36.36.36.3 △△△△1111 △△△△5.65.65.65.6

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 17171717 3.93.93.93.9 14141414 3.03.03.03.0 △△△△3333 △△△△19.919.919.919.9

1111株当株当株当株当たりたりたりたり当期当期当期当期
純利益純利益純利益純利益（（（（円円円円）））） 65.1065.1065.1065.10 ーーーー 58.4558.4558.4558.45 ーーーー △△△△6.656.656.656.65 △△△△10.210.210.210.2

平成平成平成平成19191919年年年年3333月期月期月期月期 平成平成平成平成20202020年年年年3333月期計画月期計画月期計画月期計画 増減増減増減増減

さらなるさらなるさらなるさらなる成長成長成長成長にににに向向向向けてけてけてけてさらなるさらなるさらなるさらなる成長成長成長成長にににに向向向向けてけてけてけて““““““““基盤基盤基盤基盤づくりづくりづくりづくり基盤基盤基盤基盤づくりづくりづくりづくり””””””””のののの年年年年のののの年年年年



変変変変わりわりわりわり続続続続けるけるけるける！！！！勝勝勝勝ちちちち続続続続けるけるけるける！！！！



本日はありがとうございました。

http://www.st-c.co.jp/

【見通しに関する注意事項】
当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画
数値、施策の実現を確約したり、保障するものではありません。


