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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 2,873 ― 72 ― 86 ― 34 ―

20年3月期第2四半期 2,998 15.7 152 △13.3 124 △22.8 78 △8.4

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2四半期 7.47 ―

20年3月期第2四半期 17.38 ―

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2四半期 7,776 2,983 38.4 655.52
20年3月期 7,883 3,001 38.1 659.20

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  2,983百万円 20年3月期  3,001百万円

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  
 

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 ― 7.00 12.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 12.00

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  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 5,783 △8.0 247 △40.4 212 △34.9 90 △57.4 19.77

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、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．業績予想につきましては平成20年11月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正しておりますのでご参照ください。 
２．配当予想につきましては平成20年５月15日に公表しました数値より修正を行っております。詳細につきましては、本日別途開示しております「平成21年３月期配当予
想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３．上記に記載した当期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と
異なる場合があります。 
４．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。  

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2四半期 4,618,520株 20年3月期 4,618,520株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 66,680株 20年3月期 64,900株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 4,552,603株 20年3月期第2四半期 4,543,677株
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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２四半期連結累計期間において、当社グループは、中期経営計画（平成18年４月～平成21年３月）の基本方針

であるお客様の視点に立ったものづくりを進めるとともに、事業領域として自動車・情報通信・医療介護の各分野へ

の経営資源の集中を図り、独自の開発製品の販売拡大に注力してまいりました。しかし、米国の金融危機に端を発し

た世界的な景気減速傾向がより鮮明となり、受注の減少となるなど、当社グループを取り巻く環境は厳しさを増して

おります。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、連結売上高は28億７千３百万円（前年同期比4.1％減）となりま

した。利益面につきましては、販売単価の下落と人件費や減価償却費など固定費の増加により、連結営業利益７千２

百万円（前年同期比52.3％減）、連結経常利益８千６百万円（前年同期比30.6％減）、連結四半期純利益３千４百万

円（前年同期比56.9％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントについて、工業用ゴム事業のうち彩色用ゴム製品は、独自の開発製品である

「ASA COLOR LED」が、自動車の内装照明分野向けに積極的な拡販活動による新規受注獲得などが奏功し、連結売上

高は11億６千６百万円（前年同期比20.3％増）と増加しました。一方、光透過率94％以上の特性を持つ透明シリコー

ン製品は、携帯ゲーム機向けの応用製品の受注の減少及び高輝度LEDと組み合わせた用途向けの「ASA COLOR LENS」

の既存取引が縮小したことなどにより、連結売上高は１億４千９百万円（前年同期比49.4％減）となりました。ま

た、小型電球彩色用ゴムの「ASA COLOR LAMPCAP」は、車載機器の光源のLED化に伴う売上減少がさらに進み、連結売

上高は２億１千４百万円（前年同期比13.5％減）となりました。その結果、彩色用ゴム製品の連結売上高は15億２千

９百万円（前年同期比1.2％増）となりました。 

 弱電用高精密ゴム製品では、液晶テレビのバックライト用ホルダー製品が、顧客の仕様変更による受注減により、

２億５千６百万円（前年同期比37.0％減）と大きく減少したほか、不採算製品の撤退及び競合他社並びに重要顧客の

海外生産シフトによる厳しい価格競争や受注減少の影響を受けた結果、連結売上高は５億１千４百万円（前年同期比

25.3％減）となりました。 

 スポーツ用ゴム製品は、新機種製品の受注増が寄与したことなどにより、連結売上高は１億６千７百万円（前年同

期比17.5％増）となりました。 

 その他の工業用ゴム製品は、新製品の量産化に向けた試作品開発などを進めた結果、連結売上高は３億３千万円

（前年同期比9.7％増）となりました。 

 以上の結果、工業用ゴム事業の連結売上高は25億４千１百万円（前年同期比3.9％減）となりました。また、営業

利益は売上高の減少及び固定費の増加などにより１億６千３百万円（前年同期比33.9％減）となりました。 

 医療・衛生用ゴム事業は、医療用ゴム製品では、より高い品質と機能性を高めるための材料変更や在庫調整の影響

などにより、連結売上高は３億７百万円（前年同期比1.4％減）となりました。衛生性、通気性、衝撃吸収性を追求

した衛生用ゴム製品は、在庫調整の影響などにより、連結売上高は２千４百万円（前年同期比36.4％減）となりまし

た。 

 以上の結果、医療・衛生用ゴム事業の連結売上高は３億３千２百万円（前年同期比5.3％減）となりました。ま

た、営業利益は１千６百万円（前年同期比2.2％増）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて１億７百万円減少し、77億７千６百万円となり

ました。その主な要因は受取手形及び売掛金の減少等によるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べて８千９百万円減少し、47億９千２百万円となりました。その主な要因は設備支払

手形および未払消費税の減少などによる流動負債のその他の減少等によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べて１千７百万円減少し、29億８千３百万円となりました。その主な減少要因はそ

の他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。 
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(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて１億１千５百万

円増加の６億３千１百万円となりました。その内訳は営業活動による収入４億７千万円、投資活動による支出３億２

千１百万円、財務活動による支出４千万円であります。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは４億７千万円の収入となりました。 

 これは主に、たな卸資産の増加額９千７百万円、未払消費税の減少額３千５百万円等があったものの、減価償却費

２億２千８百万円、売上債権の減少額３億４百万円等があったこと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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、３億２千１百万円の支出となりました。 

 これは主に生産設備増強、省力化等のための有形固定資産の取得による支出３億２千５百万円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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは４千万円の支出となりました。 

 これは主に配当金の支払額３千１百万円によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年８月11日公表いた

しました数値より修正を行っております。 

 詳細は、平成20年11月11日に別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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） 

 該当事項はありません。 

（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 

１．簡便な会計処理 

①  たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②  固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しております。そのため、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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（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．「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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。 

２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、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 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響及びセグメントに与える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 

 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 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,113,946 1,008,445

受取手形及び売掛金 1,675,728 1,980,288

商品及び製品 226,555 202,497

仕掛品 270,225 225,976

原材料及び貯蔵品 120,087 91,834

その他 114,439 77,397

貸倒引当金 △1,589 △1,914

流動資産合計 3,519,394 3,584,524

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,249,780 1,248,487

機械装置及び運搬具（純額） 1,184,276 1,189,184

土地 900,782 900,782

その他（純額） 163,116 180,757

有形固定資産合計 3,497,956 3,519,210

無形固定資産 7,203 7,317

投資その他の資産   

その他 755,490 776,755

貸倒引当金 △3,984 △3,952

投資その他の資産合計 751,506 772,803

固定資産合計 4,256,666 4,299,331

資産合計 7,776,061 7,883,856

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,096,923 1,116,816

短期借入金 408,433 300,000

1年内返済予定の長期借入金 699,125 691,388

未払法人税等 25,207 32,998

その他 451,005 516,844

流動負債合計 2,680,694 2,658,047

固定負債   

長期借入金 1,346,329 1,468,734

退職給付引当金 299,268 286,536

役員退職慰労引当金 171,374 166,656

その他 294,564 302,142

固定負債合計 2,111,537 2,224,069

負債合計 4,792,232 4,882,117
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 516,870 516,870

資本剰余金 457,970 457,970

利益剰余金 2,035,898 2,033,746

自己株式 △44,498 △43,735

株主資本合計 2,966,239 2,964,850

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,145 46,994

為替換算調整勘定 △10,556 △10,106

評価・換算差額等合計 17,589 36,888

純資産合計 2,983,829 3,001,738

負債純資産合計 7,776,061 7,883,856
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 2,873,836

売上原価 2,280,629

売上総利益 593,206

販売費及び一般管理費 520,632

営業利益 72,574

営業外収益  

受取利息 3,008

受取配当金 1,638

補助金収入 20,048

雑収入 12,565

営業外収益合計 37,260

営業外費用  

支払利息 19,757

雑支出 3,742

営業外費用合計 23,499

経常利益 86,334

特別損失  

固定資産除却損 23,444

投資有価証券評価損 5,589

特別損失合計 29,033

税金等調整前四半期純利益 57,301

法人税等 23,274

四半期純利益 34,027
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 57,301

減価償却費 228,668

投資有価証券評価損益（△は益） 5,589

貸倒引当金の増減額（△は減少） △251

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,732

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,718

受取利息及び受取配当金 △4,646

補助金収入 △20,048

支払利息 19,757

為替差損益（△は益） △10,694

有形固定資産除却損 23,444

売上債権の増減額（△は増加） 304,976

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,848

仕入債務の増減額（△は減少） △16,841

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,673

その他 46,822

小計 518,004

利息及び配当金の受取額 4,454

利息の支払額 △20,453

損害賠償金の支払額 △77

法人税等の支払額 △30,992

営業活動によるキャッシュ・フロー 470,935

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 △404,220

定期預金の払戻による収入 413,000

有形固定資産の取得による支出 △325,079

投資有価証券の取得による支出 △2,336

その他 △3,157

投資活動によるキャッシュ・フロー △321,793

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） 108,433

長期借入れによる収入 250,000

長期借入金の返済による支出 △361,590

配当金の支払額 △31,581

自己株式の取得による支出 △763

その他 △5,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,439
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（単位：千円）

当第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) 

現金及び現金同等物の期首残高 516,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 631,574
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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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第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．事業区分の方法 

事業区分は製品の種類、性質等を考慮し、工業用ゴム事業、医療・衛生用ゴム事業及びその他に区分しており

ます。 

２．各事業区分の主要製品 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」（1）に記載のとおり、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 平成18年７月５日）を適用して

おります。この変更による影響は軽微であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。   

 
工業用ゴム
事業 
（千円） 

医療・衛生
用ゴム事業 
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高            

(1)外部顧客に対する売

上高 
2,541,458 332,295 82 2,873,836 － 2,873,836 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － (－) － 

計 2,541,458 332,295 82 2,873,836 (－) 2,873,836 

営業利益 163,495 16,379 11 179,885 △107,311 72,574 

事業区分 主要製品 

工業用ゴム事業 
彩色用ゴム製品、弱電用高精密ゴム製品、スポーツ用ゴム

製品、その他の工業用ゴム製品 

医療・衛生用ゴム事業 医療用ゴム製品、衛生用ゴム製品 

その他 その他製品 
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〔海外売上高〕 

 当第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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

  (1) アジア・・・・・台湾、中国、タイ 

  (2) 北米・・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

  (3) ヨーロッパ・・・ドイツ、英国 

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。 

（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。 

６．その他の情報 

  該当事項はありません。 

  アジア 北米 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 209,223 79,332 1,185 289,741 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 2,873,836 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
7.3 2.7 0.1 10.1 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月1日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   2,998,079 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,271,597 75.8 

売上総利益   726,481 24.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   574,176 19.1 

営業利益   152,305 5.1 

Ⅳ 営業外収益       

１.受取利息 1,584     

２.受取配当金 2,741     

３.受取手数料 1,311     

４.雑収入 3,320 8,958 0.2 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 18,042     

２．為替差損 11,022     

３．雑支出 7,784 36,849 1.2 

経常利益   124,413 4.1 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 138 138 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 42     

２．固定資産除去損 707 750 0.0 

税金等調整前中間純利益   123,802 4.1 

法人税、住民税及び事業
税 63,364     

法人税等調整額 △18,510 44,853 1.5 

中間純利益   78,948 2.6 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 123,802 

減価償却費 220,417 

貸倒引当金の減少額  △20,398 

退職給付引当金の増加額 12,360 

役員退職慰労引当金の増
加額 4,513 

受取利息及び受取配当金 △4,326 

支払利息  18,042 

為替差損益（△は益） △74 

売上債権の増加額 △29,890 

たな卸資産の増加額 △20,443 

仕入債務の増加額 164,516 

未払消費税等の増加額 20,867 

その他 65,255 

小計 554,641 

利息及び配当金の受取額 4,959 

利息の支払額 △18,072 

損害負担金の支払 △1,403 

法人税等の支払額 △101,009 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 439,115 

Ⅱ 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  

△772,362 

定期預金の払戻による収
入  594,312 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△391,413 

投資有価証券の取得によ
る支出  

△2,232 

その他  △3,910 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△575,606 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の純増加額 400,000 

長期借入れによる収入 200,000 

長期借入金の返済による
支出 

△287,276 

新株発行による収入  19,183 

配当金の支払額 △27,891 

その他 △4,743 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 299,272 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 1,385 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 164,166 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 414,662 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

578,829 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１.事業区分の方法  

     事業区分は製品の種類、性質等を考慮し、工業用ゴム事業、医療・衛生用ゴム事業及びその他に区分しており

ます。 

    ２.各事業区分の主要製品 

    ３.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、111,939千円であります。その 

      主なものは、基礎的研究費及び提出会社の管理部門に係る費用であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 本邦の売上高が全セグメントの売上高の合計に占める割合の90％超であるため、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〕 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

  (1) アジア・・・・・台湾、中国、タイ 

  (2) 北米・・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

  (3) ヨーロッパ・・・ドイツ、英国 

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。 

 
工業用ゴム 
事業 
（千円） 

医療・衛生用
ゴム事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 2,643,271 351,050 3,757 2,998,079 － 2,998,079 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － (－) (－)

計 2,643,271 351,050 3,757 2,998,079 (－) 2,998,079 

営業費用 2,395,766 335,025 3,042 2,733,834 111,939 2,845,773 

営業利益 247,504 16,024 714 264,244 △111,939 152,305 

事業区分 主要製品 

工業用ゴム事業 
彩色用ゴム製品、弱電用高精密ゴム製品、文房具用ゴム製

品、スポーツ用ゴム製品、その他の工業用ゴム製品 

医療・衛生用ゴム事業 医療用ゴム製品、衛生用ゴム製品 

その他 その他製品 

  アジア 北米 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 366,644 93,224 1,467 461,336 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 2,998,079 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
12.2 3.1 0.1 15.4 
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