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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 23,258 ― 483 ― 537 ― 194 ―
20年3月期第1四半期 23,208 6.9 279 △46.5 268 △46.7 91 △55.9

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 1.99 ―
20年3月期第1四半期 0.93 ―

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 92,613 45,206 47.9 452.68
20年3月期 91,342 45,551 48.9 455.82

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  44,344百万円 20年3月期  44,652百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

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  無  

業績予想は、平成20年4月30日公表時から変更しておりません。  

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 50,500 4.2 1,500 45.6 1,470 60.8 680 37.9 6.94
通期 104,000 5.5 4,100 102.1 4,000 173.3 2,150 201.7 21.95

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  

(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） 

(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、その他の特記事項 
１．業績予想につきましては発表時現在のデータにより、経営者が現状で判断する一定の前提及び仮定に基づいております。実際の業績は、今後様々な要因によって大
きく異なる結果となる可能性があります。 上記の予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、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 をご参照下さい。 
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 無

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  99,976,218株 20年3月期  99,976,218株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,017,937株 20年3月期  2,016,834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  97,958,915株 20年3月期第1四半期  98,466,253株



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）の日本経済は、サブプライムローン問題を背景と

するアメリカの景気後退懸念や、原油などの資源価格の高騰が企業収益や個人消費に影響を及ぼし、景況感が悪化し

ました。発泡プラスチック業界におきましては、原油高に伴いナフサ・ベンゼンなどの石化製品の価格が５月以降急

速に高騰し、収益環境は一層厳しさを増しました。 

 このような経営環境のなか、当社グループの当第１四半期の連結業績は、シート・建材事業の不振を樹脂事業の高

機能品がカバーし、連結売上高は２３２億５千８百万円（前年同期比０．２％増）、連結営業利益は４億８千３百万

円（前年同期比７２．７％増）、連結経常利益は５億３千７百万円（前年同期比１００．０％増）、連結四半期純利

益は１億９千４百万円（前年同期比１１１．９％増）と増収増益となりました。 

 樹脂事業につきましては、主力の「エスレンビーズ」（発泡性ポリスチレンビーズ）において、売上数量はほぼ前

年同期並みでしたが、前年同期後の価格改定により売上金額は増加しました。高機能発泡製品では、「ピオセラン」

（ポリスチレン・ポリオレフィン複合樹脂発泡体）などを素材としたデジタル家電梱包材・自動車部材・自動車部品

梱包材が好調に売上を拡大しました。高機能材料では、「テクポリマー」（有機微粒子ポリマー）は、前年同期にお

ける光拡散分野での液晶業界在庫調整の影響が当四半期では少なかったことから売上が増加しました。また「テクノ

ゲル」（機能性高分子ゲル）は、日東電工㈱から譲り受けたハイドロゲル事業が寄与し、大きく売上を伸ばしまし

た。この結果、樹脂事業の連結売上高は１０３億６千９百万円（前年同期比１０．４％増）、連結営業利益は３億８

千９百万円（前年同期比３５０．６％増）となりました。 

 シート事業につきましては、主力の「エスレンシート」（発泡ポリスチレンシート）は、食品トレー・カップ麺容

器などの需要が低調で、売上数量・金額とも減少しました。また「ライトロン」（無架橋発泡ポリエチレンシー

ト）、「エスレンウッド」（発泡ポリスチレン板状品）は前年同期並みに推移しましたが、「セルペット」（発泡Ｐ

ＥＴシート）、「ネオミクロレン」（無架橋発泡ポリプロピレンシート）を用いた電子部品搬送用トレーは売上が増

加しました。この結果、シート事業の連結売上高は９９億４千１百万円（前年同期比４．２％減）、連結営業利益は

１億９千２百万円（前年同期比２６．４％減）となりました。 

 建材事業につきましては、「エスレンフォーム」（押出発泡ポリスチレンボード）や「ＥＳダンマット」（ビーズ

法発泡ポリスチレン断熱材）など建材分野において、改正建築基準法の影響が残ったことなどにより売上が減少しま

した。土木分野においては「ＥＰＳ土木工法」（軽量盛土工法）などが、売上好調であった前年同期よりやや売上が

減少しました。この結果、建材事業の連結売上高は１８億８千１百万円（前年同期比２０．５％減）、連結営業損失

は１億円（前年同期営業損失５千９百万円）となりました。 

 その他事業につきましては、ファーストフード向け「パルプ容器関連商品」が顧客のキャンペーン商品の好調によ

り売上が増加しましたが、その他の商品は売上が減少しました。この結果、その他事業の連結売上高は１０億６千６

百万円（前年同期比０．７％減）、連結営業利益は２百万円（前年同期営業損失１千万円）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は、９２６億１千３百万円（前連結会計年度末比１２億７千万円増）となりまし

た。資産の部では、流動資産が受取手形及び売掛金の増加などにより１１億７千７百万円増加し、固定資産は有形固

定資産の増加などにより９千３百万円増加しました。一方、負債の部では、短期借入金の増加などにより流動負債が

４億１千３百万円増加し、長期借入金の増加などにより固定負債が１２億円増加しました。純資産は、４５２億６百

万円となり、３億４千４百万円減少しました。自己資本比率は４７．９％となりました。 

 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権流動化によ

る資金調達を取りやめたため売上債権が増加したことなどにより、前年同期に比べ１９億２百万円支出が増加し、２

５億４千６百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が増

加したことなどにより、前年同期に比べ４千４百万円支出が減少し、８億５千１百万円の支出となりました。財務活

動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入が増加したことなどにより、前年同期に比べ１６億４千９百

万円収入が増加し、２０億９千９百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高

は４２億４千１百万円（前連結会計年度末比１２億８千１百万円減）となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期以降、原料・燃料価格高騰の影響が懸念されますが、製品価格改定を迅速に進めるとともに、高機能品

の拡販をさらに加速させることで、採算向上に努めてまいります。なお、シート事業において、㈱カネカの１００％

子会社であるサンポリマー㈱の発泡ポリスチレンシート事業を譲り受けることに関する基本合意書を２００８年７月

１１日に締結いたしました。本件につきましては公正取引委員会の審査・承認を得たうえで実施する予定であり、業

績・財政状態に与える影響が大きいことが判明した場合には別途開示いたします。 



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) 

 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しております。

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算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を適用しております。 

（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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第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、主として移動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。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ46百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は486百万円減少し

ております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

③たな卸資産の処分に係る損失の計上区分 

 従来、たな卸資産の処分に係る損失であるたな卸資産廃棄及び処分損については、「営業外費用」に計上して

おりましたが、当第１四半期連結会計期間から売上原価として処理する方法に変更いたしました。この変更は、

当第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、収益性の低下に基づく簿価切下げによって発生する評価損とたな卸資産の処分に

係る損失を期間損益計算において同等の損益区分で処理する方法が適当であると判断したことによるものであり

ます。 

 この変更により、営業利益は10百万円減少しておりますが、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。なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。 

④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、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、リース取引開始日がリース会計基準

適用初年度開始前の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採用しております。 

 これによる、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。 

  

⑤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り扱いの適用 

 当第１四半期連結会計期間より「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる、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額は軽微であります。 



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 4,398 5,689

受取手形及び売掛金 26,119 24,199

商品 977 875

製品 4,734 4,482

半製品 847 860

原材料 1,919 1,794

仕掛品 230 248

その他 2,207 2,108

貸倒引当金 △88 △91

流動資産合計 41,346 40,169

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,979 11,959

機械装置 9,786 9,761

土地 14,510 14,382

その他 3,746 3,494

有形固定資産合計 40,023 39,597

無形固定資産   

のれん 214 203

その他 411 421

無形固定資産合計 626 624

投資その他の資産   

投資その他の資産 10,849 11,192

貸倒引当金 △232 △241

投資その他の資産合計 10,617 10,951

固定資産合計 51,266 51,173

資産合計 92,613 91,342



（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 15,926 16,021

短期借入金 8,365 7,396

未払法人税等 498 252

賞与引当金 511 898

役員賞与引当金 27 66

その他 9,157 9,437

流動負債合計 34,485 34,072

固定負債   

長期借入金 6,300 4,800

退職給付引当金 2,847 3,021

役員退職慰労引当金 56 54

その他 3,716 3,842

固定負債合計 12,920 11,719

負債合計 47,406 45,791

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,533 16,533

資本剰余金 18,541 18,541

利益剰余金 7,791 8,037

自己株式 △718 △717

株主資本合計 42,147 42,394

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,560 1,389

土地再評価差額金 914 914

為替換算調整勘定 △277 △45

評価・換算差額等合計 2,196 2,258

少数株主持分 862 899

純資産合計 45,206 45,551

負債純資産合計 92,613 91,342



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 23,258

売上原価 18,511

売上総利益 4,747

販売費及び一般管理費 4,264

営業利益 483

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 77

為替差益 37

その他 63

営業外収益合計 181

営業外費用  

支払利息 51

固定資産除売却損 29

持分法による投資損失 2

その他 44

営業外費用合計 127

経常利益 537

特別利益  

投資有価証券売却益 547

その他 6

特別利益合計 553

特別損失  

たな卸資産評価損 440

その他 3

特別損失合計 444

税金等調整前四半期純利益 646

法人税、住民税及び事業税 395

法人税等調整額 41

法人税等合計 437

少数株主利益 14

四半期純利益 194



（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 646

減価償却費 922

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

受取利息及び受取配当金 △80

支払利息 51

持分法による投資損益（△は益） 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △173

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △38

賞与引当金の増減額（△は減少） △392

投資有価証券売却損益（△は益） △547

固定資産除売却損 29

たな卸資産評価損 440

売上債権の増減額（△は増加） △1,769

たな卸資産の増減額（△は増加） △847

仕入債務の増減額（△は減少） △538

その他 △189

小計 △2,492

利息及び配当金の受取額 80

利息の支払額 △20

保険金の受取額 3

法人税等の支払額 △117

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,546

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,318

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △269

投資有価証券の売却による収入 785

貸付金の回収による収入 11

その他 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー △851

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,482

長期借入れによる収入 1,500

長期借入金の返済による支出 △1,500

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △366

少数株主への配当金の支払額 △9

その他 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,099

現金及び現金同等物に係る換算差額 △108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,406

現金及び現金同等物の期首残高 5,523

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 124

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,241



 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 

ａ．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（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製造方法に市場性を加味した事業に区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品の名称 

３．会計処理の方法の変更 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

  「定性的情報・財務諸表等」の４(3)②に記載の通り、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第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、主として移

動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。これにより、「樹脂事業」で29百万円、「シート事業」で12百万円、「建材事業」で０百万

円、「その他事業」で３百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

（たな卸資産の処分に関する損失の計上区分） 

   「定性的情報・財務諸表等」の４(3)③に記載の通り、従来、たな卸資産の処分に係る損失であるたな卸資産

廃棄及び処分損については、「営業外費用」に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から売上

原価として処理する方法に変更いたしました。この変更は、当第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、収益性の低下

に基づく簿価切下げによって発生する評価損とたな卸資産の処分に係る損失を期間損益計算において同等の

損益区分で処理する方法が適当であると判断したことによるものであります。これにより、「樹脂事業」で

４百万円、「シート事業」で３百万円、「建材事業」で０百万円、「その他事業」で２百万円、それぞれ営

業費用が増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  
樹脂事業 
（百万円） 

シート事業
（百万円）

建材事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

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 
10,369 9,941 1,881 1,066 23,258 － 23,258 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
291 40 204 67 603 (603) － 

計 10,661 9,981 2,085 1,133 23,861 (603) 23,258 

営業費用 10,271 9,789 2,186 1,131 23,378 (603) 22,775 

営業利益又は営業損失

（△） 
389 192 △100 2 483 △0 483 

・樹脂事業─── エスレンビーズ、ピオセラン、テクポリマー、テクノゲル、自動車関連資材、産業包装

材、その他樹脂関連商品 

・シート事業── エスレンシート、ラミネート、エスレンウッド、ライトロン、その他シート関連商品 

・建材事業─── エスレンフォーム、エスレンネダマット、ティエスサンド、エスレンボイド、エスレンブ

ロック（ＥＰＳ土木工法）、ＴＹＫフォーム、その他建材関連商品 

・その他事業── 物流資材関連商品、パルプ容器関連商品、その他商品 



ｂ．所在地別セグメント情報 

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

 全セグメントの売上高の合計に占める本国の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、おおむね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又は地域は以下のとおりであります。 

［アジア］・・・中国、マレーシア、タイ 

［その他］・・・オランダ、オーストラリア、アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（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。 

  アジア  その他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 2,007 575 2,582 

Ⅱ．連結売上高（百万円） 23,258 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 8.6 2.5 11.1 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 23,208 

Ⅱ 売上原価 18,622 

 売上総利益 4,585 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,305 

 営業利益 279 

Ⅳ 営業外収益 153 

１．受取利息及び配当金 85 

２．その他 68 

Ⅴ 営業外費用 164 

１．支払利息 40 

２．持分法による投資損失 0 

３．その他 124 

 経常利益 268 

Ⅵ 特別利益 0 

 税金等調整前四半期純利益 269 

 税金費用 152 

 少数株主利益 25 

 四半期純利益 91 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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 269 

 減価償却費 882 

 受取利息及び受取配当金 △85 

 支払利息 40 

 売上債権の増減額 594 

 仕入債務の増減額 △371 

 その他 △1,299 

小計 100 

 法人税等の支払額 △824 

 その他 79 

営業活動によるキャッシュ・フロー △644 

    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △693 

 投資有価証券の取得による支出 △220 

 投資有価証券の売却による収入 1 

 その他 16 

投資活動によるキャッシュ・フロー △895 

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 1,000 

 配当金の支払額 △457 

 その他 △91 

財務活動によるキャッシュ・フロー 450 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 11 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△） △1,078 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,089 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,011 



（３）セグメント情報 

[事業の種類別セグメント情報] 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 （注）１．事業区分の方法 

製造方法に市場性を加味した事業に区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品の名称 

  
樹脂事業 
（百万円） 

シート事業
（百万円）

建材事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

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 
9,389 10,378 2,367 1,073 23,208 － 23,208 

 (2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

276 68 212 47 606 (606) － 

計 9,666 10,446 2,580 1,121 23,814 (606) 23,208 

営業費用 9,580 10,185 2,639 1,132 23,537 (608)   

営業利益又は営業損

失（△） 
86 261 △59 △10 277 2 279 

・樹脂事業─── エスレンビーズ、ピオセラン、テクポリマー、テクノゲル、自動車関連資材、産業包装

材、その他樹脂関連商品 

・シート事業── エスレンシート、ラミネート、エスレンウッド、ライトロン、その他シート関連商品 

・建材事業─── エスレンフォーム、エスレンネダマット、ティエスサンド、エスレンボイド、エスレンブ

ロック（ＥＰＳ土木工法）、ＴＹＫフォーム、その他建材関連商品 

・その他事業── 物流資材関連商品、パルプ容器関連商品、その他商品 
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