
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

（注）平成22年3月期期末配当金の内訳 普通配当4円00銭 連結売上高1,000億円達成記念配当2円00銭 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  24,558  6.4  1,243  348.5  1,228  425.1  629  574.4

22年3月期第１四半期  23,083  △0.8  277  △42.6  233  △56.5  93  △52.0

  
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 

23年3月期第１四半期  6  70  －      

22年3月期第１四半期  0  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 

23年3月期第１四半期  97,133  47,145  47.6  491  68

22年3月期  97,008  46,848  47.4  488  64

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 46,219百万円 22年3月期 45,935百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年3月期 －       4 00 －      6 00  10  00

23年3月期 －      

23年3月期（予想） 5 00 －      5 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  50,900  2.7  2,900  50.0  2,800  62.6  1,500  40.3  15  96

通期  103,400  2.6  5,700  11.4  5,400  20.7  3,100  29.5  32  98



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、３ページをご参照下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 95,976,218株 22年3月期 95,976,218株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 1,971,879株 22年3月期 1,970,217株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 94,005,140株 22年3月期１Ｑ 95,023,804株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期（平成２２年４月１日から平成２２年６月３０日）の日本経済は、新興国の成長に伴い企業収益の

改善が進み、景気回復局面にあるものの、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念から先行き不透明感が広がって

います。発泡プラスチックス業界におきましては、全体的な需要は回復しつつありますが、デフレ進行による価格

下落圧力もあり、厳しい収益環境が続いております。 

 このような経営環境のなか、当社グループは３ヵ年中期経営計画「ＥＮＳ２０００」（平成２２年度～平成２４

年度）を策定し、新たなる成長を目指してスタートを切りました。当第１四半期の連結業績は、主として工業分野

の伸長により、売上高は２４５億５千８百万円（前年同期比６．４％増）と増収になりました。利益面では、営業

利益は１２億４千３百万円（前年同期比４．５倍増）、経常利益は１２億２千８百万円（前年同期比５．３倍

増）、四半期純利益は６億２千９百万円（前年同期比６．７倍増）とそれぞれ大幅な増益となりました。 

  

 なお、当第１四半期より事業セグメントを変更いたしました。従来のプロダクト・アウト型の事業区分から、マ

ーケット・イン型の事業区分に変更することで、社内組織との整合性をとり、より事業の実態に則したセグメント

とするものです。 

  

（注）前第１四半期の売上高は参考として記載しております。 

  

＜生活分野＞ 

 農水産資材関連では、「エスレンビーズ」（発泡性ポリスチレンビーズ）は、需要低調であったものの、地域別

拡販に注力し、前年同期から売上が増加しました。食品容器・流通資材関連では、「エスレンシート」（発泡ポリ

スチレンシート）は、カップめん容器向けの需要好調などにより前年同期から売上が増加しました。建築資材関連

では、「エスレンフォーム」（押出発泡ポリスチレンボード）が、平成２２年３月に事業譲渡を行い販売終了とな

りました。また、その他仕入商品販売の一部を取り止めました。 

＜工業分野＞ 

 自動車部材・産業包装材関連では、「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）は、世界

同時不況後の販売回復に加え、日本や中国での需要拡大により前年同期から売上が大幅に増加しました。「ライト

ロン」（無架橋発泡ポリエチレンシート）は、デジタル家電部材向け表面保護材に採用が拡大し、前年同期から売

上が増加しました。電子部品材料関連では、テクポリマー（有機微粒子ポリマー）は、液晶テレビパネルなど光拡

散用途の需要拡大により、前年同期から売上が大幅に増加しました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

[旧セグメント]   [新セグメント] 

  主な製品・商品 

→

  市場・用途  主な製品・商品 

樹脂事業 エスレンビーズ 生活分野 農水産資材 エスレンビーズ 

ピオセラン 食品容器 エスレンシート 

テクポリマー 流通資材 エスレンウッド 

テクノゲル 建築資材 ＥＳダンマット 

その他発泡樹脂関連商品 土木資材 ＥＰＳ土木工法 

シート事業 エスレンシート 工業分野 自動車部材 ピオセラン 

エスレンウッド 車輌部品梱包材 ライトロン 

ライトロン 産業包装材 ネオミクロレン 

ネオミクロレン 電子部品材料 セルペット 

セルペット 医療・化粧品材料 テクポリマー 

その他発泡シート関連商品   テクノゲル 

建材事業 エスレンフォーム         

ＥＳダンマット 

ＥＰＳ土木工法 

その他建材関連商品 

その他事業 その他商品 

      （単位：百万円） 

  前第１四半期 当第１四半期 増減率 

売上高 生活分野 １７，５２６ １６，３２３ △６．９％ 

工業分野 ５，５５６ ８，２３４ ４８．２％ 

合計 ２３，０８３ ２４，５５８ ６．４％ 



（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、９７１億３千３百万円（前連結会計年度末比１億２千５百万円増）となりま

した。資産の部では、流動資産がたな卸資産の増加などにより１億７千５百万円増加し、固定資産は投資有価証券

の減少などにより５千万円減少しました。一方、負債の部では、未払法人税の減少などにより流動負債が６千６百

万円減少し、繰延税金負債の減少などにより固定負債が１億４百万円減少しました。純資産は、４７１億４千５百

万円となり、２億９千６百万円増加しました。自己資本比率は４７．６％となりました。 

 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調

整前当期純利益に加え、売上債権が減少したことなどにより、８億２千６百万円の収入となりました。投資活動に

よるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、５億９百万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、配当金の支払などにより、５億７千７百万円の支出となりました。この結果、現金及び現

金同等物の当第１四半期末残高は６２億４千９百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期（累計）の連結業績予想につきましては、「ピオセラン」「テクポリマー」の需要が想定以上に増

大していることなどにより、また、通期の連結業績予想につきましては、第２四半期（累計）の連結業績予想の修

正に伴い、それぞれ平成２２年４月２８日に公表した予想値を修正いたしました。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより営業利益、経常利益は１百万円、税金等調整前四半期純利益は48百万円減少しております。 

  

２．表示方法の変更   

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた「固定資産除売却損」（当連結会計年度は13百万円）

は、重要性に乏しいため、営業外費用の「その他」に含めております。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「未払消費

税等の増減額」は、重要性が増したため区分掲記することとしました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「未払消費

税等の増減額」は△39百万円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

＜第２四半期（累計）＞   （単位：百万円） 

  今回予想(A) 当初予想(B) 増減額(A-B) 増減率 

売上高 ５０，９００ ５０，５００ ４００ ０．８％ 

営業利益 ２，９００ ２，４００ ５００ ２０．８％ 

経常利益 ２，８００ ２，３００ ５００ ２１．７％ 

当期純利益 １，５００ １，４００ １００ ７．１％ 

＜通期＞   （単位：百万円） 

  今回予想(A) 当初予想(B) 増減額(A-B) 増減率 

売上高 １０３，４００ １０３，０００ ４００ ０．４％ 

営業利益 ５，７００ ５，２００ ５００ ９．６％ 

経常利益 ５，４００ ４，９００ ５００ １０．２％ 

当期純利益 ３，１００ ３，０００ １００ ３．３％ 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,251 6,319

受取手形及び売掛金 28,859 29,527

商品及び製品 6,353 5,788

仕掛品 163 188

原材料及び貯蔵品 1,862 1,881

その他 1,811 1,421

貸倒引当金 △111 △113

流動資産合計 45,189 45,013

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,231 13,949

機械装置及び運搬具（純額） 8,696 8,522

土地 16,688 16,656

その他（純額） 2,027 1,814

有形固定資産合計 41,645 40,943

無形固定資産   

のれん 31 33

その他 460 463

無形固定資産合計 491 497

投資その他の資産   

その他 10,042 10,791

貸倒引当金 △235 △236

投資その他の資産合計 9,807 10,554

固定資産合計 51,944 51,994

資産合計 97,133 97,008



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,543 15,394

短期借入金 10,988 10,986

未払法人税等 574 1,015

賞与引当金 665 1,092

役員賞与引当金 10 41

その他 9,918 9,237

流動負債合計 37,700 37,767

固定負債   

長期借入金 6,140 6,140

退職給付引当金 1,661 1,669

役員退職慰労引当金 － 68

その他 4,485 4,513

固定負債合計 12,287 12,391

負債合計 49,988 50,159

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,533 16,533

資本剰余金 17,261 17,261

利益剰余金 10,693 10,691

自己株式 △651 △650

株主資本合計 43,836 43,835

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,053 1,640

土地再評価差額金 942 942

為替換算調整勘定 △613 △483

評価・換算差額等合計 2,382 2,099

少数株主持分 925 913

純資産合計 47,145 46,848

負債純資産合計 97,133 97,008



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 23,083 24,558

売上原価 18,137 18,555

売上総利益 4,945 6,002

販売費及び一般管理費 4,667 4,759

営業利益 277 1,243

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 59 81

負ののれん償却額 － 0

持分法による投資利益 － 9

生命保険配当金 － 100

為替差益 34 －

その他 37 26

営業外収益合計 132 219

営業外費用   

支払利息 67 52

持分法による投資損失 1 －

為替差損 － 73

固定資産除売却損 58 －

その他 49 109

営業外費用合計 176 235

経常利益 233 1,228

特別利益   

負ののれん発生益 － 1

貸倒引当金戻入額 11 0

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 11 2

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47

投資有価証券評価損 － 18

その他 － 2

特別損失合計 － 67

税金等調整前四半期純利益 245 1,162

法人税、住民税及び事業税 157 457

法人税等調整額 △15 62

法人税等合計 141 520

少数株主損益調整前四半期純利益 － 642

少数株主利益 10 12

四半期純利益 93 629



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 245 1,162

減価償却費 896 863

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 △4

受取利息及び受取配当金 △61 △82

支払利息 67 52

持分法による投資損益（△は益） 1 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 △8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △87 △30

賞与引当金の増減額（△は減少） △403 △429

投資有価証券評価損益（△は益） － 18

投資有価証券売却損益（△は益） △0 1

固定資産除売却損益（△は益） 58 13

売上債権の増減額（△は増加） 794 1,020

たな卸資産の増減額（△は増加） 479 △455

仕入債務の増減額（△は減少） △511 153

未払消費税等の増減額（△は減少） － △182

保険配当金 － △100

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47

その他 29 △378

小計 1,507 1,649

利息及び配当金の受取額 67 82

利息の支払額 △78 △62

保険金の受取額 － 3

法人税等の支払額 △939 △847

営業活動によるキャッシュ・フロー 557 826

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 △1,156 △561

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 △142 △0

投資有価証券の売却による収入 7 6

貸付けによる支出 △115 △10

貸付金の回収による収入 6 7

その他 △72 46

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,470 △509

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） △159 △0

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △535 △537

少数株主への配当金の支払額 △7 △7

その他 △14 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △717 △577

現金及び現金同等物に係る換算差額 56 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,574 △228

現金及び現金同等物の期首残高 6,018 6,307

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 170 170

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,614 6,249



 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも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。 

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

［アジア］・・・中国、マレーシア、タイ 

［その他］・・・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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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）

 売上高及び営業損益                                          

売上高                                          

外部顧客に対する売上高  7,956  12,123  1,762  1,240  23,083  －  23,083

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 273  61  195  63  594  (594)  －

計  8,230  12,184  1,958  1,304  23,677  (594)  23,083

営業利益  68  88  87  28  272  4  277

・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 

  アジア  その他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  1,319  307  1,627

Ⅱ．連結売上高（百万円）      23,083

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  5.7  1.3  7.0



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社は、プラスチックスを機軸として、「生活」、「工業」の２つの分野において、グローバルに事業展開す

べく、市場、用途別の事業部を置いております。各事業部は、子会社と連携し包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。 

 したがって、当社グループは、事業部を基礎とした製品の市場・用途別のセグメントから構成されており、

「生活分野」、「工業分野」の２つを報告セグメントとしております。 

 「生活分野」では、主に農水産輸送容器及び食品容器、建設資材関連製品などを製造・販売しており、「工業

分野」では、主に自動車、デジタル家電などに使用される部材、梱包材及び関連製品などを製造、販売しており

ます。 

    

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

 （注）１．調整額は、以下のとおりです。 

   セグメント利益の調整額△288百万円には、セグメント間取引消去△０百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△289百万円、固定資産未実現利益０百万円が含まれています。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

３．各セグメントに属する主要な製品の名称 

   

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結損益
計算書計上額 

（注２） 生活分野 工業分野 計 

売上高           

外部顧客への売上高  16,323  8,234  24,558  －  24,558

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 610  215  826  △826  －

計  16,934  8,450  25,385  △826  24,558

セグメント利益  573  943  1,516  △288  1,228

・生活分野─── エスレンビーズ、エスレンシート、エスレンウッド、ＥＳダンマット、ＥＰＳ土木工法 

・工業分野─── ピオセラン、ライトロン、ネオミクロレン、セルペット、テクポリマー、テクノゲル 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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