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

22年3月期第3四半期 22,114 △31.9 355 △87.6 390 △85.7 △116 ―

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

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3四半期 △1.31 ―

21年3月期第3四半期 10.78 10.78

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3四半期 34,972 22,543 62.0 242.40
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3四半期  21,691百万円 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  無  

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3四半期 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3四半期  3,959,122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3四半期 89,492,789株 21年3月期第3四半期 93,207,384株



（１）当第３四半期連結累計期間の概況  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的景気後退の影響による景気低迷が続くなか、政府の

経済対策の効果や中国、インドなど新興国を中心とした海外経済の回復などにより、持ち直してきております。

また、企業の収益状況も、経費削減や合理化効果などによる利益改善、在庫調整の進捗や海外需要増などによる

生産回復を受け、低水準ながらも改善されつつあります。一方、デフレの進行や雇用情勢の悪化、設備投資の抑

制、為替変動など不安材料も多く、先行き不透明な状況が続いております。 

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いて製品を軸とする事業部体制に改組し、また海外事業の

さらなる強化、生産技術の革新などの変革を実施しました。 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、売上高は２２１億１千４百万円

（前年同期比３１.９％減）となりました。利益につきましては、合理化をはじめとする諸施策の効果もあり、

営業利益３億５千５百万円（同８７.６％減）、経常利益３億９千万円（同８５.７％減）となりました。四半期

純損失１億１千６百万円の結果となりましたのは、主に投資有価証券評価損によるものであります。 

  

（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「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3四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、各国の経済政策の効果などを背景として、自動車、建設機械、半導体など一

部の産業において回復基調にありますが、主要な販売先である重化学工業における設備投資の減退、既存設備の

メンテナンス抑制の影響を受け、売上高が１６９億８千７百万円（前年同期比２７.１％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、国内製造業におけるプラント新設や増設などに係る設備

投資や既存設備のメンテナンス需要減の影響が大きく、売上高が８８億６千１百万円（前年同期比２１.６％

減）となりました。 

エラストマー製品では、半導体関連産業の生産回復により、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、ハイブリッド車などの生産増や建設機械の在庫調整の進捗により、受

注の回復基調が見られるものの、引き続き工作機械や産業機械などの需要減の影響を受けております。この結

果、売上高は４９億８千９百万円（前年同期比３６.３％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、半導体関連産業の生産回復や新規設備投資により、受注が回復基調にあり

ますが、重化学工業向け設備投資の抑制や産業機械向けの需要減などにより、売上高は５１億２千７百万円（前

年同期比４３.９％減）となりました。 

主力である機能樹脂製品においては、半導体製造装置向け製品で売上が増加しつつありますが、主に重化学工

業向け設備投資や産業機械向け機器部品の需要減などの影響を受け、売上高は４５億３千５百万円（前年同期比

４１.５％減）となりました。 

  

なお、所在地別セグメント業績は、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、主な販売先である重化学工業分野におけるメン

テナンスの抑制や生産調整の影響を受け、売上高が１９８億５千３百万円（前年同期比３０.９％減）、営業利

益は１億６千８百万円（同９２.７%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域においては、半導体や建設機械向けで回復が見られましたが、産

業全般における需要低迷の影響を受け、売上高が１９億５千６百万円（前年同期比４０.３％減）、営業利益は

１億３千６百万円（同６７.４％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３四半期連結会計期間末における総資産は、３４９億７千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億６千

７百万円減少いたしました。流動資産は１６８億４千８百万円となり、１億３千７百万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９億１千４百万円、未収入金の減少９億６千９百万円、繰延税金資産の減少１億１

千７百万円等であります。固定資産は１８１億１千１百万円となり、１億１千９百万円減少いたしました。主な要因

は、有形固定資産の減少３億４千６百万円、投資有価証券の増加５億７千万円、前払年金費用の減少２億９千２百万

円、繰延税金資産の減少１億６千７百万円等であります。 

 負債合計は、１２４億２千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億７千４百万円減少いたしました。流動負

債は、１１１億７千５百万円となり、１７億８千８百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増

加２億３千５百万円、一年内償還予定の社債の増加２０億円、賞与引当金及び役員賞与引当金の減少３億３千５百万

円等であります。固定負債は、１２億５千２百万円となり、１９億６千３百万円減少いたしました。主な要因は、社

債の減少２０億円等であります。 

 純資産の部は２２５億４千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ９千２百万円減少いたしました。主な要因

は、利益剰余金の減少５億６千４百万円、その他有価証券評価差額金の増加４億１千６百万円等であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度の６１.９％から６２.０％となり、０.１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・フローは、１２億５千１百万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２億５百万円、減価償却費９億５千６百万円、前払年金費用の減少２億９

千２百万円、売上債権の増加８億９千４百万円、たな卸資産の減少１億７千６百万円、仕入債務の増加２億１千８百

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、７億７千９百万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６億６千４百万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、２億４千１百万円の支出となりました。 

 これは主に、配当金の支払い３億７千４百万円、借入金純増加１億６千３百万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２億４千６

百万円増加し、４３億８千１百万円となりました。 

  

通期に向けての事業環境は、自動車、半導体、建設機械などの一部産業において生産の回復や中国や東南アジア

からの海外需要増が見込まれるなど明るい材料がある一方で、設備投資の抑制傾向や景気の二番底懸念など、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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,385 4,171

受取手形及び売掛金 9,554 8,639

商品及び製品 957 1,114

仕掛品 99 116

原材料及び貯蔵品 297 291

その他 1,563 2,663

貸倒引当金 △8 △11

流動資産合計 16,848 16,986

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,741 4,978

土地 3,740 3,769

その他（純額） 3,868 3,948

有形固定資産合計 12,349 12,696

無形固定資産   

のれん 4 5

その他 530 575

無形固定資産合計 534 581

投資その他の資産   

その他 5,277 5,005

貸倒引当金 △51 △52

投資その他の資産合計 5,226 4,953

固定資産合計 18,111 18,230

繰延資産 12 22

資産合計 34,972 35,239



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,285 4,050

短期借入金 3,677 3,463

1年内返済予定の長期借入金 137 119

1年内償還予定の社債 2,000 －

未払法人税等 92 179

賞与引当金 124 409

役員賞与引当金 － 50

その他 857 1,115

流動負債合計 11,175 9,387

固定負債   

社債 － 2,000

長期借入金 366 419

退職給付引当金 334 351

負ののれん 0 －

その他 551 445

固定負債合計 1,252 3,216

負債合計 12,428 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 4,835 5,400

自己株式 △1,135 △1,132

株主資本合計 21,857 22,424

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 245 △171

為替換算調整勘定 △411 △426

評価・換算差額等合計 △166 △597

新株予約権 486 448

少数株主持分 366 358

純資産合計 22,543 22,635

負債純資産合計 34,972 35,239



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 32,453 22,114

売上原価 21,149 14,304

売上総利益 11,303 7,810

販売費及び一般管理費 8,438 7,454

営業利益 2,865 355

営業外収益   

受取利息 7 5

受取配当金 53 31

設備賃貸料 127 159

持分法による投資利益 42 30

助成金収入 － 113

その他 87 56

営業外収益合計 318 396

営業外費用   

支払利息 93 102

設備賃貸費用 119 132

為替差損 102 52

その他 148 74

営業外費用合計 464 362

経常利益 2,719 390

特別利益   

固定資産売却益 － 2

貸倒引当金戻入額 3 0

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 3 0

特別利益合計 20 47

特別損失   

固定資産廃棄損 12 12

減損損失 181 －

特別退職金 182 56

投資有価証券評価損 558 156

その他 124 6

特別損失合計 1,060 231

税金等調整前四半期純利益 1,678 205

法人税、住民税及び事業税 484 167

法人税等調整額 189 131

法人税等合計 674 298

少数株主利益 23 23

四半期純利益又は四半期純損失（△） 980 △116



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 1,678 205

減価償却費 1,013 956

減損損失 181 －

受取利息及び受取配当金 △61 △36

支払利息 93 102

投資有価証券評価損益（△は益） 558 156

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93 △17

前払年金費用の増減額（△は増加） △136 292

固定資産廃棄損 12 12

売上債権の増減額（△は増加） 1,109 △894

たな卸資産の増減額（△は増加） △315 176

仕入債務の増減額（△は減少） △550 218

その他 △312 37

小計 3,365 1,209

利息及び配当金の受取額 71 39

利息の支払額 △98 △109

法人税等の還付額 － 451

法人税等の支払額 △1,174 △338

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,163 1,251

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 △627

有形固定資産の売却による収入 12 31

無形固定資産の取得による支出 △115 △37

差入保証金の差入による支出 △159 △137

差入保証金の回収による収入 32 19

その他 △1 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,553 △779

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 1,242 816

短期借入金の返済による支出 △1,205 △612

長期借入れによる収入 144 52

長期借入金の返済による支出 △104 △92

株式の発行による収入 213 －

自己株式の取得による支出 △509 △2

配当金の支払額 △899 △374

その他 △63 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,181 △241

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △656 246

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 3,220 4,381



 該当事項はありません。 

  

  

  

前第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）及び当第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、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   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

  
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   19,853  1,956  304  22,114 －  22,114

（２）セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 
 1,056  1,735  7  2,799  (2,799) － 

計   20,910  3,691  312  24,913  (2,799)  22,114

営業利益  168  136  18  324  31  355



  

前第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。 

当第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)  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

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  2,426  652  45  3,124

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    22,114

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 11.0  2.9  0.2  14.1

（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)

当第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) 

増減率(％) 

   製品区分 

 シール事業   5,580  3,143 △43.7

   プラント・機器関連製品  2,134  1,298  △39.1

   エラストマー製品  3,173  1,789  △43.6

   自動車部品  253  55  △78.3

   その他シール製品  20  0  △99.9

 機能製品事業   4,144  1,497 △63.9

   機能樹脂製品  2,951  1,012  △65.7

   その他機能製品  1,192  484  △59.4

  合  計  9,724  4,640  △52.3

 事業部門 前第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)

当第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) 

増減率(％) 

   製品区分 

 シール事業   10,277  8,643 △15.9

   プラント・機器関連製品  4,763  4,621  △3.0

   エラストマー製品    2,048  1,369  △33.2

   自動車部品  2,921  2,302  △21.2

   その他シール製品  543  350  △35.6

 機能製品事業   3,449  2,420 △29.8

   機能樹脂製品  3,449  2,419  △29.8

   その他機能製品 －  0 － 

  合  計  13,727  11,063  △19.4



(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)

当第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)

増減率(％)

前第3四半期

連結会計期間末
(平成20年12月31日)

当第3四半期 
連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

増減率(％)

   製品区分 

 シール事業  23,349  17,164 △26.5  2,567  2,049 △20.2

   プラント・機器関連製品  11,722  8,743  △25.4  1,577  1,073  △32.0

   エラストマー製品  7,548  5,205  △31.0  844  773  △8.4

   自動車部品  3,396  2,786  △17.9  70  160  126.5

   その他シール製品  682  429  △37.1  73  42  △42.7

 機能製品事業   8,250  5,422 △34.3  1,070  891 △16.7

   機能樹脂製品  7,014  4,775  △31.9  652  688  5.4

   その他機能製品  1,235  647  △47.6  417  203  △51.2

合  計  31,599  22,587  △28.5  3,637  2,940  △19.1

 事業部門 前第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)

当第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) 

増減率(％) 

   製品区分 

 シール事業   23,312  16,987 △27.1

   プラント・機器関連製品  11,300  8,861  △21.6

   エラストマー製品  7,830  4,989  △36.3

   自動車部品  3,502  2,703  △22.8

   その他シール製品  679  433  △36.3

 機能製品事業   9,140  5,127 △43.9

   機能樹脂製品  7,753  4,535  △41.5

   その他機能製品  1,387  591  △57.4

  合  計  32,453  22,114  △31.9
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