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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 76,914 0.9 4,043 6.9 3,672 4.2 1,980 △11.1
22年3月期第3四半期 76,253 2.2 3,784 23.8 3,522 23.9 2,228 48.0

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3四半期 21.06 ―
22年3月期第3四半期 23.50 ―

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3四半期 99,505 47,891 47.2 499.44
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3四半期  46,947百万円 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  無   

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  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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3Q  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3Q  1,975,746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3Q  94,003,514株 22年3月期3Q  94,821,452株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成２２年４月１日から平成２２年１２月３１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、円高の長期化や海外景気の下振れ懸念から先

行き不透明感が続いています。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傾向にありますが、

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３四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７６９億１千４百万円（前

年同期比０．９％増）となりました。利益面では、営業利益は４０億４千３百万円（前年同期比６．９％増）、経

常利益は３６億７千２百万円（前年同期比４．２％増）、四半期純利益は１９億８千万円（前年同期比１１．１％

減）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３四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結果、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。 

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３四半期  

連結累計期間 

当第３四半期  

連結累計期間 

増減率 

売上高 生活分野 ５５，６１６  ５２，４２６  △５．７％ 

工業分野 ２０，６３６  ２４，４８７  １８．７％ 

合計 ７６，２５３  ７６，９１４  ０．９％ 



＜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増加しました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、９９５億５百万円（前連結会計年度末比２４億９千６百万円

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増加などにより１５億４千５百万円増加し、

固定資産は土地の増加などにより９億５千１百万円増加しました。一方、負債の部では、支払手形及び買掛金の増

加などにより流動負債が１５億２千４百万円増加し、繰延税金負債の減少などにより固定負債が７千万円減少しま

した。純資産は、４７８億９千１百万円となり、１０億４千３百万円増加しました。自己資本比率は４７．２％と

なりました。 

 当第３四半期連結累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、売上債権の増加額が減少したことなどにより、前年同期に比べ７億２千８百万円収入が増加し、４５億１千２

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による支出が増加したこ

となどにより、前年同期に比べ９千４百万円支出が増加し、３５億４千万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、自己株式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３億６千６百万円

支出が減少し、１１億１千３百万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３四半期連結会計

期間末残高は６２億６千３百万円（前連結会計年度末比４千４百万円減）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成２３年３月期の連結業績予想につきましては、平成２２年１０月２９日公表の業績予想から変更はありませ

ん。 

  



（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３百万円、税金等調整前四半期純利益は50百万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３四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３四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３四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３四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３四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、32百万円であ

ります。 

  

 ３．前第３四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３四半期連結累計期間

は47百万円）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。 

  

 ４．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記していた「ゴルフ会員権評価損」（当第３四半期連結累計期

間は２百万円）は、重要性に乏しいため、特別損失の「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３四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３四半期連結累計

期間は３百万円）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３四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３四半期連結累計期

間は47百万円）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３四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「投資

有価証券評価損益」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３四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「投資有

価証券評価損益」は２百万円であります。 

    

（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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 6,266 6,319

受取手形及び売掛金 30,754 29,527

商品及び製品 5,940 5,788

仕掛品 166 188

原材料及び貯蔵品 1,863 1,881

その他 1,662 1,421

貸倒引当金 △96 △113

流動資産合計 46,559 45,013

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,930 13,949

機械装置及び運搬具（純額） 8,468 8,522

土地 17,709 16,656

その他（純額） 2,109 1,814

有形固定資産合計 42,219 40,943

無形固定資産   

のれん 27 33

その他 518 463

無形固定資産合計 546 497

投資その他の資産   

その他 10,443 10,791

貸倒引当金 △263 △236

投資その他の資産合計 10,180 10,554

固定資産合計 52,946 51,994

資産合計 99,505 97,008



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 17,063 15,394

短期借入金 11,069 10,986

未払法人税等 653 1,015

賞与引当金 556 1,092

役員賞与引当金 30 41

その他 9,918 9,237

流動負債合計 39,291 37,767

固定負債   

長期借入金 6,060 6,140

退職給付引当金 1,753 1,669

役員退職慰労引当金 － 68

その他 4,507 4,513

固定負債合計 12,321 12,391

負債合計 51,613 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 11,574 10,691

自己株式 △652 △650

株主資本合計 44,716 43,835

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,064 1,640

土地再評価差額金 942 942

為替換算調整勘定 △774 △483

評価・換算差額等合計 2,231 2,099

少数株主持分 944 913

純資産合計 47,891 46,848

負債純資産合計 99,505 97,008



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 76,253 76,914

売上原価 58,072 58,320

売上総利益 18,180 18,593

販売費及び一般管理費 14,396 14,549

営業利益 3,784 4,043

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 122 153

持分法による投資利益 － 13

生命保険配当金 － 100

受取補償金 0 －

その他 121 90

営業外収益合計 252 362

営業外費用   

支払利息 175 147

固定資産除売却損 106 －

支払補償費 － 193

為替差損 14 129

持分法による投資損失 1 －

その他 216 263

営業外費用合計 514 734

経常利益 3,522 3,672

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 25

負ののれん発生益 － 1

退職給付引当金戻入額 11 －

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 20 26

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 2 18

ゴルフ会員権評価損 2 －

その他 1 7

特別損失合計 6 72

税金等調整前四半期純利益 3,537 3,626

法人税、住民税及び事業税 1,247 1,270

法人税等調整額 24 331

法人税等合計 1,271 1,602

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,023

少数株主利益 37 43

四半期純利益 2,228 1,980



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 3,537 3,626

減価償却費 2,835 2,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） 70 10

受取利息及び受取配当金 △130 △157

支払利息 175 147

持分法による投資損益（△は益） 1 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 125 84

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △486 △538

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） △2 －

固定資産除売却損益（△は益） 104 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,514 △1,121

たな卸資産の増減額（△は増加） 203 △81

仕入債務の増減額（△は減少） 2,954 1,729

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 770 △186

小計 5,590 6,236

利息及び配当金の受取額 136 157

利息の支払額 △206 △176

保険金の受取額 29 3

法人税等の支払額 △1,765 △1,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,783 4,512

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 △10 △2

定期預金の払戻による収入 85 10

有形固定資産の取得による支出 △2,683 △3,284

有形固定資産の売却による収入 11 2

投資有価証券の取得による支出 △597 △274

投資有価証券の売却による収入 29 31

貸付けによる支出 △295 △19

貸付金の回収による収入 86 28

その他 △72 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,446 △3,540



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） △92 89

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 △405 △2

配当金の支払額 △929 △1,011

少数株主への配当金の支払額 △7 △7

その他 △46 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,480 △1,113

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,128 △214

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 5,060 6,263



 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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

      ・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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
 27,925  38,126  5,998  4,202  76,253  －  76,253

(2)

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 992  134  683  200  2,010 (2,010)  －

  計  28,918  38,260  6,682  4,402  78,263 (2,010)  76,253

 営業利益  1,570  1,723  320  165  3,781  3  3,784

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,916  1,010  5,927

Ⅱ 連結売上高（百万円）      76,253

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  6.4  1.3  7.8



〔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、プラスチックスを基軸として、「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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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△1,089百万円には、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△1,091百万円、固定資産未実現利益２百万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  52,426  24,487  76,914  －  76,914

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,014  748  2,762  △2,762  －

計  54,441  25,235  79,676  △2,762  76,914

セグメント利益  2,345  2,416  4,761  △1,089  3,672

・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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