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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 50,071 1.0 2,519 30.3 2,289 32.9 1,111 3.9
22年3月期第2四半期 49,568 0.3 1,933 26.4 1,722 14.3 1,069 56.6

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

23年3月期第2四半期 11.82 ―
22年3月期第2四半期 11.25 ―

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2四半期 97,520 47,392 47.6 494.32
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2四半期  46,467百万円 22年3月期  45,935百万円

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 

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 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 102,600 1.8 5,700 11.4 5,200 16.2 3,000 25.4 31.91



(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 

（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。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q  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2Q  1,973,409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2Q  94,004,302株 22年3月期2Q  95,023,235株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成２２年４月１日から平成２２年９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、景気持ち直しの動きがみられたものの、円高の進行や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、工業分野を中心としたグローバル展開を基軸としての新たなる成長を目指してスタートを切りま

した。当第２四半期連結累計期間の業績は、主として工業分野の伸長により、売上高は５００億７千１百万円（前

年同期比１．０％増）と増収になりました。利益面では、営業利益は２５億１千９百万円（前年同期比３０．３％

増）、経常利益は２２億８千９百万円（前年同期比３２．９％増）、四半期純利益は１１億１千１百万円（前年同

期比３．９％増）とそれぞれ増益となりました。 

  

 なお、平成２３年３月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２四半期連結累計期間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、地域別拡販に注力したものの、需

要低調が続き、売上は前年同期並みとなりました。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。 

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２四半期  

連結累計期間 

当第２四半期  

連結累計期間 

増減率 

売上高 生活分野 ３７，０７１ ３３，６５９  △９．２％ 

工業分野 １２，４９６ １６，４１１  ３１．３％ 

合計 ４９，５６８ ５０，０７１  １．０％ 



＜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、中国での需要拡大など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。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、９７５億２千万円（前連結会計年度末比５億１千２百万円増）

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減少などにより１億７千９百万円減少し、固定資

産は土地の増加などにより６億９千２百万円増加しました。一方、負債の部では、未払金の増加などにより流動負

債が１億６千１百万円増加し、繰延税金負債の減少などにより固定負債が１億９千３百万円減少しました。純資産

は、４７３億９千２百万円となり、５億４千４百万円増加しました。自己資本比率は４７．６％となりました。 

 当第２四半期連結会計期間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、売上債権が減少したことに加え、税金等調整前四半期純利益が増加したことなどにより、前年同期に比べ１億

５千４百万円収入が増加し、３１億５千９百万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、投

資有価証券の取得による支出が減少したことなどにより、前年同期に比べ４億４千４百万円支出が減少し、２２億

９千１百万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、短期借入金の純増減額が増加したこと

などにより、前年同期に比べ４千６百万円支出が減少し、６億６千３百万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２四半期連結会計期間末残高は６６億２千８百万円（前連結会計年度末比３億２千万円増）

となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間においては、７月以降生活分野では農水産資材などの需要が低調となり、また、工業

分野においても主要顧客の生産調整の影響などから、平成２２年７月３０日に公表した予想値を下回る結果となり

ました。今後は事業環境がさらに厳しさを増すことが予想されますが、生活分野では国内グループ会社と一体とな

った地域別の取り組みを進めるとともに、工業分野ではアジア地域を中心とした拡販策を推進してまいります。 

 このような状況を踏まえ、通期の業績予想については、平成２２年７月３０日に公表した予想値を修正いたしま

した。 

  

＜通期＞   （単位：百万円） 

  今回予想(A) 前回予想(B) 増減額(A-B) 増減率 

売上高 １０２，６００ １０３，４００ △８００ △０．８％ 

営業利益 ５，７００ ５，７００ － － 

経常利益 ５，２００ ５，４００ △２００ △３．７％ 

当期純利益 ３，０００ ３，１００ △１００ △３．２％ 



（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 

 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2百万円、税金等調整前四半期純利益は49百万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） 

 １．前第２四半期連結累計期間において、区分掲記していた「受取補償金」（当第２四半期連結累計期間は1百

万円）は、重要性に乏しいため、営業外収益の「その他」に含めております。 

  

 ２．前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払補償費」は、営業外費用

の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。 

なお、前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含めていた「支払補償費」は、16百万円であ

ります。 

  

 ３．前第２四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」（当第２四半期連結累計期間

は33百万円）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） 

 １．前第２四半期連結累計期間において、区分掲記していた「投資有価証券売却損益」（当第２四半期連結累計

期間は1百万円）は、重要性に乏しいため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めており

ます。  

  

 ２．前第２四半期連結累計期間において、区分掲記していた「固定資産除売却損益」（当第２四半期連結累計期

間は33百万円）は、重要性に乏しいため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりま

す。 

   

 ３．前第２四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２四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43百万円であります。 

  

（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。  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 6,630 6,319

受取手形及び売掛金 28,507 29,527

商品及び製品 6,122 5,788

仕掛品 148 188

原材料及び貯蔵品 1,868 1,881

その他 1,642 1,421

貸倒引当金 △86 △113

流動資産合計 44,833 45,013

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,023 13,949

機械装置及び運搬具（純額） 8,648 8,522

土地 17,697 16,656

その他（純額） 2,135 1,814

有形固定資産合計 42,505 40,943

無形固定資産   

のれん 29 33

その他 539 463

無形固定資産合計 568 497

投資その他の資産   

その他 9,885 10,791

貸倒引当金 △273 △236

投資その他の資産合計 9,612 10,554

固定資産合計 52,686 51,994

資産合計 97,520 97,008



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 15,490 15,394

短期借入金 11,023 10,986

未払法人税等 960 1,015

賞与引当金 1,137 1,092

役員賞与引当金 20 41

その他 9,296 9,237

流動負債合計 37,929 37,767

固定負債   

長期借入金 6,060 6,140

退職給付引当金 1,708 1,669

役員退職慰労引当金 － 68

その他 4,429 4,513

固定負債合計 12,198 12,391

負債合計 50,127 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 11,175 10,691

自己株式 △651 △650

株主資本合計 44,318 43,835

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,964 1,640

土地再評価差額金 942 942

為替換算調整勘定 △758 △483

評価・換算差額等合計 2,148 2,099

少数株主持分 925 913

純資産合計 47,392 46,848

負債純資産合計 97,520 97,008



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 49,568 50,071

売上原価 38,173 37,986

売上総利益 11,395 12,084

販売費及び一般管理費 9,461 9,565

営業利益 1,933 2,519

営業外収益   

受取利息 5 3

受取配当金 62 84

持分法による投資利益 － 8

生命保険配当金 － 100

受取補償金 0 －

その他 86 51

営業外収益合計 153 249

営業外費用   

支払利息 118 96

持分法による投資損失 4 －

支払補償費 － 108

為替差損 11 84

固定資産除売却損 80 －

その他 150 190

営業外費用合計 364 479

経常利益 1,722 2,289

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15 27

負ののれん発生益 － 1

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 15 28

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

ゴルフ会員権評価損 2 －

その他 0 3

特別損失合計 2 69

税金等調整前四半期純利益 1,735 2,248

法人税、住民税及び事業税 639 886

法人税等調整額 4 223

法人税等合計 643 1,109

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,138

少数株主利益 22 27

四半期純利益 1,069 1,111



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 1,735 2,248

減価償却費 1,840 1,784

貸倒引当金の増減額（△は減少） 54 11

受取利息及び受取配当金 △67 △88

支払利息 118 96

持分法による投資損益（△は益） 4 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75 39

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △71 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） 13 42

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 －

固定資産除売却損益（△は益） 79 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,156 1,143

たな卸資産の増減額（△は増加） 658 △247

仕入債務の増減額（△は減少） 735 △72

未払消費税等の増減額（△は減少） － △226

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 67 △578

小計 4,088 4,087

利息及び配当金の受取額 73 87

利息の支払額 △106 △85

保険金の受取額 27 3

法人税等の支払額 △1,077 △933

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,005 3,159

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △1,936 △2,343

有形固定資産の売却による収入 0 2

投資有価証券の取得による支出 △501 △21

投資有価証券の売却による収入 18 13

貸付けによる支出 △295 △10

貸付金の回収による収入 30 12

その他 △52 55

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,736 △2,291

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） △103 46

長期借入金の返済による支出 － △80

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △569 △558

少数株主への配当金の支払額 △7 △7

その他 △29 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △710 △663

現金及び現金同等物に係る換算差額 69 △53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △371 150

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 5,817 6,628



 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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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                                          

(1)外部顧客に対する売

上高 
 17,690  25,563  3,788  2,525  49,568  －  49,568

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 557  130  429  122  1,240  (1,240)  －

計  18,247  25,694  4,218  2,648  50,808  (1,240)  49,568

営業利益  849  813  172  91  1,927  5  1,933

・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）  3,151  610  3,762

Ⅱ．連結売上高（百万円）      49,568

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  6.4  1.2  7.6



〔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 

第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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△799百万円には、セグメント間取引消去△3百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△797百万円、固定資産未実現利益1百万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） 

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  33,659  16,411  50,071  －  50,071

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,258  464  1,722  △1,722  －

計  34,918  16,876  51,794  △1,722  50,071

セグメント利益  1,401  1,687  3,089  △799  2,289

・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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