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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 14,251 △37.8 52 △97.8 86 △96.2 △121 ―

21年3月期第2四半期 22,930 ― 2,340 ― 2,278 ― 1,177 ―

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

22年3月期第2四半期 △1.36 ―

21年3月期第2四半期 12.93 12.91

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

22年3月期第2四半期 35,033 22,753 62.5 244.85
21年3月期 35,239 22,635 61.9 243.87

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  21,911百万円 21年3月期  21,827百万円

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  有  

当社は定款において第２四半期期末日および期末日を基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 5.50 ― 2.50 8.00
22年3月期 ― 2.50

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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 32,000 △19.0 1,000 △64.0 700 △72.3 300 △65.1 3.35



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

(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） 

(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．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、４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．当社は、株主に対する長期安定的な利益還元の実施を経営の重要課題としております。しかしながら、経営環境の先行きが依然不透明であることによ
り、期末の配当につきましては現時点では未定とし、今後の業績動向を勘案した上で、可能となった時点で速やかに開示させていただきます。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 93,443,668株 21年3月期  93,443,668株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,954,594株 21年3月期  3,939,363株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 89,495,315株 21年3月期第2四半期 91,069,443株



（１）当第２四半期連結累計期間の概況 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として米国の金融危機に端を発する深刻な世界的景気

後退の影響を受けたものの、政府の経済対策の効果などにより、自動車、半導体、電機などの一部の業界にお

いて在庫調整が進捗した他、中国や東南アジアをはじめとする海外経済の回復を背景に持ち直しの動きが見ら

れました。また、製造業における収益状況も、固定費削減などの進捗により、低水準ながらも改善しつつあり

ます。一方、民間設備投資は、ペースが緩やかになってきているとはいえ減少傾向が続いており、雇用情勢の

悪化にともなう個人消費の低迷、円高傾向などを受けて、先行きの見通しが立ちにくい情勢にあります。 

  このような事業環境下にありまして、当社グループは、今年度スタートした第５次中期経営計画“ＮＶ・Ｓ５

（New Valqua Stage Five）”に掲げた諸戦略に基づき、新たな事業体制のもと、「選択と集中」によるコア事

業、コア技術の強化と合理化・効率化を追求するとともに、既存顧客に対するシェアアップや新製品の開発な

ど、新たな市場展開に向けた取り組みを強化いたしました。 

  当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、自動車や半導体関連産業において

回復が見られたものの、世界経済の停滞および製造業における設備投資の減退の影響を受け、売上高は１４２

億５千１百万円（前年同期比３７.８％減）となりました。また、利益につきましては、合理化をはじめとする

諸施策を着実に実行いたしましたが、営業利益５千２百万円（同９７.８％減）、経常利益８千６百万円（同９

６.２％減）、四半期純損失１億２千１百万円となりました。 

  

（２）事業部門ならびに製品区分別の概況 

   当社グループは、当連結会計年度より今回の未曾有の環境変化に対応するため、「選択と集中」による経営資

源の投入先の明確化を目的として、従来の市場を軸とする事業体制から、製品を軸とする事業体制に組織を改

編しました。 

  これに伴い、「６.その他の情報 生産、受注及び販売の状況」における事業部門区分を変更するとともに、

記載する数値は前第２四半期連結累計期間を含め全て新たな区分により算出して前年同期比較をしておりま

す。 

（シール事業部門）  

  シール事業部門につきましては、自動車や半導体など一部の産業において在庫調整の進捗などにより受注が回

復しつつありますが、主要な販売先である重化学工業や素材関連産業における生産調整の影響を受け、売上高

が１１０億７千２百万円（前年同期比３１.５％減）となりました。 

  主な製品別では、プラント・機器関連製品において、自動車や建設機械産業向けなどの受注に回復傾向が見ら

れますが、国内製造業におけるプラント新設や増設、既存設備のメンテナンスの抑制の影響が大きく、売上高

が６１億５千２百万円（前年同期比２０.９％減）となりました。 

  エラストマー製品では、国内外における半導体関連産業などの回復により、高機能エラストマー製品の売上が

増加しました。一方、汎用エラストマー製品においては、自動車関連での回復が見られるものの、工作機械や

産業機械などの生産台数の減少を受け、売上高は３０億１百万円（前年同期比４３.２％減）となりました。 

（機能製品事業部門） 

  機能製品事業部門につきましては、半導体や電機など一部において、新規設備投資や在庫調整の進捗が見られ

たものの、依然として電気・電子関連産業における生産水準の低迷にともなう需要減などにより、売上高が３

１億７千９百万円（前年同期比５３.０％減）となりました。 

  主力である機能樹脂製品においては、素材やＯＡ機器関連製品などの売上が増加しましたが、電気・電子関連

産業の回復の遅れによる新規開発製品の投入延期などの影響を受け、売上高が２８億３千４百万円（前年同期

比４９.６％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。 

  国内においては、一部の産業で需要の回復が見られたものの、重化学工業などにおける生産調整の影響を受

け、売上高が１２８億２千３百万円（前年同期比３７.４％減）、営業損失１千３百万円となりました。 

  主な海外所在地セグメントであるアジア地域においては、半導体関連産業に回復が見られましたが、産業全般

における稼働率低迷の影響を受け、売上高が１２億２千１百万円（前年同期比４２.６％減）、営業利益３千２

百万円（同８８.８％減）となりました。 

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



  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、３５０億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億６百

万円減少いたしました。流動資産は１６７億３千１百万円となり、２億５千４百万円減少いたしました。主な要因

は、受取手形及び売掛金の増加９億２千１百万円、未収入金の減少１０億４千万円等であります。固定資産は１８２

億８千５百万円となり、５千５百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の減少２億８千５百万円、投資

有価証券の増加６億５百万円、繰延税金資産の減少１億７千５百万円、前払年金費用の減少１億９千４百万円等であ

ります。 

 負債合計は、１２２億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億２千４百万円減少いたしました。流動負

債は、９０億８千７百万円となり、３億円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加１億２千１百

万円、未払金の減少１億３千３百万円、引当金の減少８千５百万円等であります。固定負債は、３１億９千２百万円

となり、２千３百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の減少５千５百万円等であります。 

 純資産の部は２２７億５千３百万円となり、前連結会計年度に比べ１億１千８百万円増加いたしました。主な要因

は、利益剰余金の配当による減少２億２千３百万円、その他有価証券評価差額金の増加３億６千万円等であります。

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度の６１.９％から６２.５％となり、０.６ポイント増加いたしまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、９億６千７百万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７千９百万円、減価償却費６億６千万円、前払年金費用の減少１億９千４

百万円、売上債権の増加８億６千３百万円、たな卸資産の減少２億１千９百万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、５億９千６百万円の支出となりました。 

 これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出４億９千１百万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、３億６千８百万円の支出となりました。 

 これは主に、配当金の支払い２億４千２百万円、借入金の返済１億２千万円等によるものであります。 

 以上の結果、当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３千８百万円増

加し、４１億７千４百万円となりました。  

  

    当第２四半期連結累計期間の業績は、現下の厳しい経済環境を反映した結果となりました。 

通期に向けての事業環境は、国内外の一部産業における生産の持ち直しや海外における需要の増加が見込まれる

など明るい材料がある一方で、在庫・設備投資意欲の減退など、引き続き厳しい状況が続くものと予想されます

が、“ＮＶ・Ｓ５”の諸戦略を着実に実行することにより、受注と利益の確保に力を注いでまいります。 

なお、平成21年７月29日に公表いたしました通期の連結業績予想の修正は行っておりません。  

    

 該当事項はありません。 

  

  

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

   

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,212 4,171 

受取手形及び売掛金 9,560 8,639 

商品及び製品 916 1,114 

仕掛品 106 116 

原材料及び貯蔵品 299 291 

その他 1,645 2,663 

貸倒引当金 △9 △11 

流動資産合計 16,731 16,986 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,833 4,978 

土地 3,741 3,769 

その他（純額） 3,837 3,948 

有形固定資産合計 12,411 12,696 

無形固定資産   

のれん 4 5 

その他 556 575 

無形固定資産合計 560 581 

投資その他の資産   

その他 5,369 5,005 

貸倒引当金 △55 △52 

投資その他の資産合計 5,313 4,953 

固定資産合計 18,285 18,230 

繰延資産 15 22 

資産合計 35,033 35,239 



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,171 4,050 

短期借入金 3,441 3,463 

1年内返済予定の長期借入金 123 119 

未払法人税等 121 179 

賞与引当金 374 409 

引当金 － 50 

その他 855 1,115 

流動負債合計 9,087 9,387 

固定負債   

社債 2,000 2,000 

長期借入金 363 419 

引当金 315 351 

負ののれん 0 － 

その他 512 445 

固定負債合計 3,192 3,216 

負債合計 12,279 12,603 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,957 13,957 

資本剰余金 4,199 4,199 

利益剰余金 5,054 5,400 

自己株式 △1,134 △1,132 

株主資本合計 22,076 22,424 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 189 △171 

為替換算調整勘定 △355 △426 

評価・換算差額等合計 △165 △597 

新株予約権 479 448 

少数株主持分 362 358 

純資産合計 22,753 22,635 

負債純資産合計 35,033 35,239 



（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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 22,930 14,251 

売上原価 14,897 9,198 

売上総利益 8,032 5,053 

販売費及び一般管理費 5,692 5,001 

営業利益 2,340 52 

営業外収益   

受取利息 5 2 

受取配当金 31 16 

設備賃貸料 83 105 

持分法による投資利益 38 21 

助成金収入 － 91 

その他 55 48 

営業外収益合計 214 285 

営業外費用   

支払利息 62 67 

設備賃貸費用 81 93 

その他 132 90 

営業外費用合計 276 251 

経常利益 2,278 86 

特別利益   

固定資産売却益 － 3 

貸倒引当金戻入額 2 － 

前期損益修正益 13 － 

役員賞与引当金戻入額 － 27 

子会社清算益 － 17 

その他 2 0 

特別利益合計 18 48 

特別損失   

固定資産廃棄損 12 4 

特別退職金 144 44 

その他 96 7 

特別損失合計 254 55 

税金等調整前四半期純利益 2,042 79 

法人税、住民税及び事業税 790 122 

法人税等調整額 60 60 

法人税等合計 850 183 

少数株主利益 15 17 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,177 △121 



（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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 2,042 79 

減価償却費 667 660 

受取利息及び受取配当金 △37 △18 

支払利息 62 67 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50 △37 

前払年金費用の増減額（△は増加） △92 194 

固定資産廃棄損 12 4 

売上債権の増減額（△は増加） △75 △863 

たな卸資産の増減額（△は増加） △186 219 

仕入債務の増減額（△は減少） 533 79 

その他 △595 383 

小計 2,381 768 

利息及び配当金の受取額 47 20 

利息の支払額 △56 △64 

法人税等の還付額 － 427 

法人税等の支払額 △809 △185 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,562 967 

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 △743 △467 

有形固定資産の売却による収入 2 30 

無形固定資産の取得による支出 △58 △24 

差入保証金の差入による支出 △110 △90 

差入保証金の回収による収入 28 17 

その他 △0 △63 

投資活動によるキャッシュ・フロー △881 △596 

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 721 412 

短期借入金の返済による支出 △804 △465 

長期借入れによる収入 80 2 

長期借入金の返済による支出 △81 △69 

株式の発行による収入 213 － 

配当金の支払額 △542 △222 

少数株主への配当金の支払額 △32 △19 

その他 △23 △6 

財務活動によるキャッシュ・フロー △468 △368 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 37 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153 38 

現金及び現金同等物の期首残高 3,876 4,135 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,030 4,174 



 該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第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、営業利益の金額の合計に占める「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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30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・ベトナム 

     (2) 北米 ……………… アメリカ合衆国  

（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） 

 売上高及び営業損益             

売上高             

（１）外部顧客に対する売上高   20,482  2,126  322  22,930 －  22,930

（２）セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 
 938  1,867  23  2,829  (2,829) － 

計   21,420  3,993  345  25,759  (2,829)  22,930

営業利益  1,956  290  43  2,290  49  2,340

  
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） 

 売上高及び営業損益             

売上高             

（１）外部顧客に対する売上高   12,823  1,221  207  14,251 －  14,251

（２）セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 
 677  1,100  3  1,781  (1,781) － 

計   13,500  2,321  211  16,033  (1,781)  14,251

営業利益（又は営業損失） (13)  32  8  28  24  52



  

前第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年９月30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。 

当第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・ベトナム 

(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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔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)  2,576  697  31  3,305

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    22,930

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 11.2  3.0  0.2  14.4

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  1,503  466  19  1,988

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    14,251

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 10.5  3.3  0.1  14.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



生産、受注及び販売の状況 

 第１四半期連結累計期間より事業部門の内訳をシール事業・機能製品事業の２区分に変更しております。また、従

来の事業部門は、製品区分としてそれぞれ（プラント・機器関連製品）、（エラストマー製品）、（自動車部品）、

（その他シール製品）と（機能樹脂製品）、（その他機能製品）に変更しております。 

  

(1) 生産実績 

（単位：百万円）

 （注）１ 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。 

  

(2) 仕入実績 

（単位：百万円）

 （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

 事業部門 前第2四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

当第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) 

増減率(％) 

   製品区分 

 シール事業   4,017  2,086 △48.1

   プラント・機器関連製品  1,497  957  △36.0

   エラストマー製品  2,311  1,128  △51.2

   自動車部品  209 －  △100.0

 機能製品事業   2,811  809 △71.2

   機能樹脂製品  1,904  526  △72.4

   その他機能製品  906  283  △68.7

  合  計  6,829  2,896  △57.6

 事業部門 前第2四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

当第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) 

増減率(％) 

   製品区分 

 シール事業   6,961  5,048 △27.5

   プラント・機器関連製品  3,176  2,587  △18.5

   エラストマー製品    1,527  876  △42.6

   自動車部品  1,883  1,388  △26.3

   その他シール製品  374  195  △47.7

 機能製品事業   3,035  1,345 △55.7

   機能樹脂製品  3,035  1,345  △55.7

  合  計  9,997  6,393  △36.0



(3) 受注状況 

（単位：百万円）

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 販売実績 

（単位：百万円）

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

 事業部門 

受注高 受注残高 

前第2四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日)

当第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)

増減率(％)

前第２四半期

連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当第２四半期 
連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

増減率(％)

   製品区分 

 シール事業  16,599  11,301 △31.9  2,969  2,099 △29.3

   プラント・機器関連製品  8,323  6,108  △26.6  1,700  1,147  △32.5

   エラストマー製品  5,211  3,223  △38.1  1,050  779  △25.8

   自動車部品  2,596  1,692  △34.8  132  124  △6.1

   その他シール製品  467  276  △40.9  85  48  △44.0

 機能製品事業   6,307  3,393 △46.2  1,497  810 △45.8

   機能樹脂製品  5,369  3,012  △43.9  1,142  627  △45.1

   その他機能製品  938  381  △59.4  355  183  △48.3

合  計  22,907  14,694  △35.9  4,467  2,910  △34.8

 事業部門 前第2四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

当第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) 

増減率(％) 

   製品区分 

 シール事業   16,159  11,072 △31.5

   プラント・機器関連製品  7,779  6,152  △20.9

   エラストマー製品  5,286  3,001  △43.2

   自動車部品  2,640  1,644  △37.7

   その他シール製品  452  274  △39.3

 機能製品事業   6,771  3,179 △53.0

   機能樹脂製品  5,617  2,834  △49.6

   その他機能製品  1,153  344  △70.1

  合  計  22,930  14,251  △37.8
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