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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 32,453 ― 2,865 ― 2,719 ― 980 ―

20年3月期第3四半期 34,155 3.1 3,180 8.3 3,130 9.1 2,457 23.2

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3四半期 10.78 10.78
20年3月期第3四半期 26.76 26.42

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3四半期 36,738 22,932 60.3 247.37
20年3月期 39,148 23,761 58.9 254.33

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  22,142百万円 20年3月期  23,072百万円

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 ― 5.00 ― 6.00 11.00
21年3月期 ― 5.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.50 11.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 39,000 △14.5 2,500 △43.5 2,200 △46.9 700 △74.4 7.69

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  無  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(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、その他特記事項 
1.平成20年5月14日に発表しました連結業績予想を修正しております。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の3ページをご参照下さい。 
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）を適用しています。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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1
項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  93,443,668株 20年3月期  92,725,668株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,932,000株 20年3月期  2,007,572株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  93,207,384株 20年3月期第3四半期  92,176,512株
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（１）当第３四半期累計期間の概況 
 当第３四半期累計期間のわが国の経済環境は、世界的規模の金融危機の影響を受け景況が急激に悪化いたしまし
た。産業界におきましては、近年の景気拡大を支えてきた輸出産業を中心にその影響を受け、生産および販売数量が
減少するとともに設備稼働率が低下し、さらには設備投資も抑制される、といった厳しい状況でありました。 
 このような事業環境下にありまして当社グループは、海外市場展開の加速、既存顧客でのシェアアップ、高機能・
高性能製品の拡販および新製品の用途開発等の諸施策を実施し、景況悪化の影響を最小限に止めるとともに、持続的
成長に向けた基盤づくりに努めました。 
 これらの結果、当第３四半期累計期間の連結経営成績につきましては、売上高３２４億５千３百円（前年同期比
５．０％減）、営業利益２８億６千５百万円（同９．９％減）、経常利益２７億１千９百万円（同１３．１％減）と
なりました。 
四半期純利益につきましては、従業員の転籍に伴う特別退職金の計上や税金負担増の影響に加え、株式市場の低

迷の影響による保有株式の評価損の影響もあり、９億８千万円（同６０．１％減）となりました。 

  
（２）製品事業別の概況 
 プラント・機器関連製品事業につきましては、耐熱・耐圧・耐薬品特性等に優れた高性能製品群の販売が堅調だっ
たものの、国内プラントメンテナンス件数が少ない期間であることに加え、重化学工業全般の設備稼働率低下に伴う
需要減少と顧客および販売代理店における在庫圧縮の影響を受け、売上高は１１３億円（前年同期比３．８％減）と
なりました。 
 機能樹脂製品事業につきましては、製品構成の見直しを実施したことに加え、年度央からの半導体関連、電子・電
気をはじめとした幅広い産業での需要減少と設備投資抑制の影響により、売上高は７７億５千３百万円（同５．２％
減）となりました。 
 エラストマー製品事業につきましては、汎用エラストマー製品が年度央からの産業機械向け等の需要減少の影響を
受けるとともに、高機能エラストマー製品も海外市場展開を加速させたものの半導体関連産業における設備稼動率低
下および設備投資抑制の影響は避けられず、売上高は７８億９千万円（同４．５％減）となりました。 
 自動車関連部品事業につきましては、世界的な自動車販売および生産台数減少の影響を受け、売上高は３５億２百
円（同１３．０％減）となりました。 
 真空関連製品事業につきましては、前年度からの大型受注案件の売上計上が寄与し、売上高は１３億２千６百万円
（同２２．４％増）となりました。 
 その他の事業の売上高は６億７千９百万円（同２１．１％減）となりました。 
  
 なお、所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
 国内におきましては、年度央からの急激な景況悪化の影響等により、売上高は２８７億３千万円（前年同期比７．
０％減）、営業利益は２３億１千７百万円（同１１．３％減）となりました。 
 主な海外所在地セグメントであるアジア地区におきましては、積極的な市場展開が奏効し、厳しい景況の下で売上
高は３２億７千５百万円（同１４．８％増）、営業利益は４億２千万円（同１１．９％増）となりました。 
  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は３６７億３千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ２４億９百万円減
少いたしました。流動資産は１８５億５千万円となり、１８億１千４百万円減少いたしました。主な要因は、現金及
び預金の減少６億５千９百万円、受取手形及び売掛金の減少１２億７千８百万円等によるものであります。固定資産
は１８１億６千１百万円となり、５億８千５百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の増加１億９千６
百万円と投資その他の資産の減少７億６千９百万円等によるものであります。 
 負債合計は１３８億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ１５億８千万円減少いたしました。流動負債は１０
５億３千５百万円となり、１５億８千６百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少７億６百
万円、未払法人税等の減少７億２千６百万円等によるものであります。固定負債は３２億７千万円となり、６百万円
増加いたしました。主な要因は、長期借入金の増加５千８百万円、引当金の増加８千８百万円とその他の減少１億２
千８百万円等によりものであります。 
 純資産の部は２２９億３千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億２千９百万円減少いたしました。主な要
因は、当四半期純利益９億８千万円、その他有価証券評価差額金の減少４億１千１百万円、自己株式による減少５億
３千１百万円等によるものであります。 
 この結果、自己資本比率は、自己株式の取得を行ったことにより前連結会計年度末の５８．９％から６０．３％と
なり、１．４ポイント増加いたしました。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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（キャッシュ・フローについて） 
 当第３四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、２１億６千３百万円の収入となりました。 
 これは主に、税金等調整前四半期純利益１６億７千８百万円、減価償却費１０億１千３百万円、法人税等の支払 
い１１億７千４百万円、売上債権の減少１１億９百万円等によるものであります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、１５億５千３百万円の支出となりました。 
 これは主に、有形固定資産の取得による支出１３億２千２百万円等によるものであります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、１１億８千１百万円の支出となりました。 
 これは主に、自己株式取得による支出５億９百万円と配当金の支払い９億３千２百万円等によるものであります。
 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて６億５千６
百万円減少し、３２億２千万円となりました。  
  

 世界的規模での急激な景気の減速は、当社製品の販売先である化学、電機・電子、素材、自動車等幅広い産業の生
産活動にも多大なる影響をおよぼしており、第４四半期中の回復が見込めない状況となっております。 
 第３四半期までの業績とこのような事業環境から、当社グループにおける通期の販売数量は当初計画値に達しない
ことが予測され、それに基づき業績予想を修正いたします。 
 各利益の変動要因は、売上高の減少が主たるものでありますが、当期純利益につきましては、これに加え、株式市
場の大幅な下落による保有株式評価損の減損処理の影響を見込んでおります。  
 詳細につきましては、平成２１年１月２８日付で開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照
下さい。 
  

該当事項はありません。    

該当事項はありません。   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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棚卸資産の評価基準及び評価方法 
 棚卸資産については、従来、主として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）が適用されたことに伴い、主として原価法（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り下げの方法）により算定しております。 
 この変更による損益への影響額はありません。 
 なお、従来、総平均法による原価法によっていましたが、当第１四半期連結会計期間より移動平均法による
原価法に変更しました。この変更は、在庫システムの見直しを行い随時在庫金額を管理するために行ったもの
であります。この変更による損益への影響は軽微であります。 
③「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」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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 
 この変更による損益への影響は軽微であります。 
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日以降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。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結会計期間末のリース資産が有形固定資産に
５千３百万円、無形固定資産に７百万円計上されております。 
 この変更による損益への影響は軽微であります。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,224 3,883

受取手形及び売掛金 10,995 12,273

商品及び製品 1,186 953

仕掛品 206 220

原材料及び貯蔵品 367 323

その他 2,583 2,727

貸倒引当金 △12 △17

流動資産合計 18,550 20,364

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,854 5,187

土地 3,773 3,786

その他（純額） 3,858 3,315

有形固定資産合計 12,486 12,289

無形固定資産   

のれん 6 5

その他 560 574

無形固定資産合計 566 579

投資その他の資産   

その他 5,147 5,918

貸倒引当金 △38 △40

投資その他の資産合計 5,109 5,878

固定資産合計 18,161 18,747

繰延資産 25 35

資産合計 36,738 39,148
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,700 6,407

短期借入金 2,534 2,585

1年内返済予定の長期借入金 147 166

未払法人税等 109 836

引当金 266 580

その他 1,777 1,546

流動負債合計 10,535 12,122

固定負債   

社債 2,000 2,000

長期借入金 278 219

引当金 405 316

その他 586 728

固定負債合計 3,270 3,263

負債合計 13,806 15,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,957 13,850

資本剰余金 4,199 4,093

利益剰余金 5,521 5,615

自己株式 △1,130 △598

株主資本合計 22,547 22,961

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △120 291

為替換算調整勘定 △284 △179

評価・換算差額等合計 △405 111

新株予約権 427 303

少数株主持分 362 386

純資産合計 22,932 23,761

負債純資産合計 36,738 39,148
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（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 32,453

売上原価 21,149

売上総利益 11,303

販売費及び一般管理費 8,438

営業利益 2,865

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 53

設備賃貸料 127

持分法による投資利益 42

その他 87

営業外収益合計 318

営業外費用  

支払利息 93

設備賃貸費用 119

為替差損 102

その他 148

営業外費用合計 464

経常利益 2,719

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3

前期損益修正益 13

その他 3

特別利益合計 20

特別損失  

固定資産廃棄損 12

減損損失 181

特別退職金 182

投資有価証券評価損 558

その他 124

特別損失合計 1,060

税金等調整前四半期純利益 1,678

法人税、住民税及び事業税 484

法人税等調整額 189

法人税等合計 674

少数株主利益 23

四半期純利益 980
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 1,678

減価償却費 1,013

減損損失 181

受取利息及び受取配当金 △61

支払利息 93

投資有価証券評価損益（△は益） 558

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93

前払年金費用の増減額（△は増加） △136

固定資産廃棄損 42

売上債権の増減額（△は増加） 1,109

たな卸資産の増減額（△は増加） △315

仕入債務の増減額（△は減少） △550

その他 △342

小計 3,365

利息及び配当金の受取額 71

利息の支払額 △98

法人税等の支払額 △1,174

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,163

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 △1,322

有形固定資産の売却による収入 12

無形固定資産の取得による支出 △115

差入保証金の差入による支出 △159

差入保証金の回収による収入 32

その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,553

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,242

短期借入金の返済による支出 △1,205

長期借入れによる収入 144

長期借入金の返済による支出 △104

株式の発行による収入 213

自己株式の取得による支出 △509

配当金の支払額 △899

その他 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,181

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △656

現金及び現金同等物の期首残高 3,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,220
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 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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府 
令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表
規則を適用しております。  

  

 該当事項はありません。 
  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める「各種工業用部品・部材製品の製造・販売事
業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 
   ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 
     (1) アジア …………… 中国・台湾・タイ・韓国 
     (2) 北米 ……………… アメリカ合衆国  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）   

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 
   ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 
     (1) アジア ………… 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国 
     (2) 北米 …………… アメリカ合衆国 
     (3) その他の地域 … ヨーロッパ  
   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対す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 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

（１）外部顧客に対する売上高   28,730  3,275  446  32,453 －  32,453

（２）セグメント間の内部売上 
   高又は振替高 

 1,353  2,698  28  4,080  (4,080) － 

計   30,084  5,973  475  36,533  (4,080)  32,453

営業利益  2,317  420  50  2,788  76  2,865

〔海外売上高〕 

  アジア 北米 その他の地域 計  

 Ⅰ 海外売上高（百万円）     3,869   928  44  4,842

 Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  32,453

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）    11.9  2.9   0.1  14.9

（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。 
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「参考資料」  

前年同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３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  34,155

Ⅱ 売上原価  22,523

売上総利益  11,631

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,451

営業利益  3,180

Ⅳ 営業外収益  249

Ⅴ 営業外費用  299

経常利益  3,130

Ⅵ 特別利益  44

Ⅶ 特別損失  352

税金等調整前四半期純利益  2,822

法人税、住民税及び事業税  707

法人税等調整額   △375

少数株主持分   33

四半期純利益  2,457
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（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３四半期） 

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  2,822

減価償却費   908

売上債権の増減額（増加額△）   △2,409

たな卸資産の増減額（増加額△）   △136

仕入債務の増減額（減少額△）   △830

その他   102

小計  457

利息及び配当金の受取額   53

利息の支払額   △82

法人税等の支払額   △337

営業活動によるキャッシュ・フロー  92

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   △886

無形固定資産の取得による支出   △131

その他   △459

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,477

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入金の増減額（減少額△）   △353

社債の発行による収入   980

株式の発行による収入   470

配当金の支払額   △870

その他   △24

財務活動によるキャッシュ・フロー  202

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △3

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（又は減少額）  △1,185

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,520

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,334
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前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 
全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める「各種工業用部品・部材製品の製造・販売事
業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 
   ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 
     (1) アジア …………… 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国 
     (2) 北米 ……………… アメリカ合衆国  

  
  

（３）セグメント情報 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

北米 
（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   30,897  2,853  404  34,155 －  34,155

（２）セグメント間の内部売上 
   高又は振替高 

 1,390  2,717  38  4,146  (4,146) － 

計   32,287  5,571  442  38,302  (4,146)  34,155

営業費用  29,675  5,195  402  35,272  (4,298)  30,974

営業利益  2,612  376  40  3,029  151  3,180

〔海外売上高〕 
前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 
   ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 
     (1) アジア ………… 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国 
     (2) 北米 …………… アメリカ合衆国 
     (3) その他の地域 … ヨーロッパ  
   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。 

  

  アジア 北米 その他の地域 計  

 Ⅰ 海外売上高（百万円）     3,525   844  124  4,494

 Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  34,155

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）    10.3  2.5  0.4  13.2
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 生産、受注及び販売の状況 

 （注）１ 上記の金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報 

(１) 生産実績 （単位：百万円）

事業部門 生産高 

プラント・機器関連製品事業  2,134
機能樹脂製品事業  2,951
エラストマー製品事業  3,173
自動車関連部品事業  253
真空関連製品事業  1,192
その他   20

合計  9,724

(２) 仕入実績 （単位：百万円）

事業部門 仕入高 

プラント・機器関連製品事業  4,763
機能樹脂製品事業  3,449
エラストマー製品事業  2,048
自動車関連製品事業   2,921
その他  543

合計  13,727

(３) 受注状況 （単位：百万円）

事業部門  受注高  受注残高 

プラント・機器関連製品事業  11,722  1,577
機能樹脂製品事業  7,014  652
エラストマー製品事業  7,764  999
自動車関連部品事業  3,396  70
真空関連製品事業  1,018  261
その他  682  73

合計  31,599  3,636

(４) 販売実績 （単位：百万円）

事業部門 販売高  

プラント・機器関連製品事業  11,300
機能樹脂製品事業  7,753
エラストマー製品事業  7,890
自動車関連部品事業  3,502
真空関連製品事業  1,326
その他  679

合計  32,453
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