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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 14,642 ― △1,648 ― △1,543 ― △672 ―

20年3月期第2四半期 15,550 22.7 △413 ― △307 ― △186 ―

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 △22.61 ―

20年3月期第2四半期 △6.19 ―

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 39,356 25,215 52.5 709.00
20年3月期 44,816 26,775 49.8 745.80

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  20,660百万円 20年3月期  22,322百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

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 43,100 △6.1 1,400 △10.9 1,400 △19.8 500 △24.2 16.65

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．平成20年５月14日発表の業績予想を修正しておりません。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判断した見通しであり、多分に不確定な要素
を含んでおります。従いまして、実際の実績等は、この資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。 
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。 

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 31,685,955株 20年3月期 31,685,955株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 2,545,216株 20年3月期 1,754,305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 29,734,821株 20年3月期第2四半期 30,122,525株
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(1) 平成２１年３月期第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、原油をはじめとする資源や穀物などの価格高

騰、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱などの影響により、企業収益

の圧迫や個人消費の冷え込みなど景気の減速感が強まりました。  

  当社グループはこのような環境の中で、中期経営計画『ＭＡＧ・Ｎｅｔプラン』の基本方針に基づ

き、グループ一体となったニチレキ独自製品・工法の提案営業、経費の削減などにより収益の確保に

努めてまいりました。  

  この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は14,642百万円（前年同期比

5.8%減）、営業損失は1,648百万円（前年同期比1,234百万円損失増）、経常損失は1,543百万円（前

年同期比1,235百万円損失増）、四半期純損失は672百万円（前年同期比485百万円損失増）となりま

した。 
  
(2) 事業別の状況 

① アスファルト応用加工製品事業 

アスファルト応用加工製品事業につきましては、原材料価格の高騰に対する販売価格への転嫁な

どに努めた結果、売上高は7,295百万円（前年同期比10.3％増）となりましたが、原材料価格の高

騰および物流費用の上昇による大幅な原価増などにより営業利益は138百万円（前年同期比81.9％

減）となりました。 

② 道路舗装事業 

道路舗装事業につきましては、公共事業の発注遅れによる工事量の減少、受注競争などの結果、

売上高は7,195百万円（前年同期比18.1％減）となり、営業損失は1,029百万円（前年同期比597百

万円損失増）となりました。 

③ その他事業 

その他事業につきましては、賃貸マンションなどの収益により、売上高は151百万円（前年同期

比2.2％減）となり、営業利益は92百万円（前年同期比4.1％増）となりました。 
  

当社グループおよび当社の業績につきましては、その特徴として上半期に比べ例年下半期に大きく

偏る傾向にあり、また各四半期に相違が見られるなど季節的変動があります。  

また、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 
  

(1) 四半期連結会計期間末の資産・負債及び純資産の状況 

 総資産は、前連結会計年度末に比べて5,459百万円減少し、39,356百万円となりました。これは、

現金及び預金1,955百万円、仕掛品1,393百万円増加したものの、受取手形及び売掛金10,256百万円減

少したことなどによります。  

 負債は、前連結会計年度末に比べて3,899百万円減少し、14,140百万円となりました。これは、買

掛金3,314百万円、未払金1,146百万円減少したことなどによります。  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて1,560百万円減少し、25,215百万円となりました。これは、

四半期純損失672百万円および自己株式548百万円増加したことなどによります。 
  
(2) キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、2,778百万円の増加となりました。これは、売上債権

11,107百万円減少したものの、税金等調整前四半期純損失1,566百万円、仕入債務4,649百万円減少し

たことなどによるものです。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、441百万円の減少となりました。これは有形固定資産の取

得による支出344百万円などによるものです。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、380百万円の減少となりました。これは配当金の支払233百

万円などによるものです。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計

年度末に比べて1,955百万円増加し、8,033百万円となりました。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の国内経済は、米国大手証券会社の経営破綻による金融市場の信用収縮から世界を巻き込んだ
金融危機が波及し景気後退の懸念が広がりを見せるなか、不透明感がさらに強くなることが予測され
ます。  
  当社グループを取り巻く環境は、引き続き下半期初頭からの原材料価格の大幅上昇、道路事業量の
減少による熾烈な企業間競争による価格競合など、極めて厳しくなるものと思われます。  
  このような状況下において当社グループは、環境を重視した開発型企業、グループの強みを活かし
たエリアの一体化経営などをさらに推進し、業績の向上に努めてまいります。  
  通期の連結予想につきましては、平成20年5月14日発表の数値を変更しておりません。 
     （連結業績予想） 

        売上高      43,100百万円 （前期比 6.1％減） 
        営業利益      1,400百万円 （前期比10.9％減） 
        経常利益           1,400百万円 （前期比19.8％減） 
        当期純利益           500百万円 （前期比24.2％減） 

    

該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
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する方法

により算定しております。 
③ 棚卸資産の評価方法  

棚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。 

④ 退職給付費用の期間按分計算 
期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分する方法により算定しております。 

⑤ 経過勘定項目の算定方法 
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
 該当事項はありません。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
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。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
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）

を適用し、評価基準については、従来の原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価の切下げの方法）に変更しております。 
 これによる、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失
に与える影響はありません。 

③ 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)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)が平成20年4月1日以後開始する
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ようになったことに伴い、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しており
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、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。  
 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

  

平成20年度の法人税法改正による法定耐用年数の短縮に伴い、当社および連結子会社は、アスファルト
乳剤その他のアスファルト製品製造設備について、第１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を行って
おります。  
  この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて当第２四半期連結累計期間の減価償却費は108百万
円増加し、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失はそれぞれ同額増加しております。 

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

   (追加情報)
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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 8,017 6,062 

受取手形及び売掛金 8,905 19,162 

有価証券 115 15 

商品 200 140 

製品 612 416 

原材料 1,090 880 

仕掛品 1,700 306 

繰延税金資産 700 397 

その他 650 423 

貸倒引当金 △72 △106 

流動資産合計 21,920 27,698 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,265 4,313 

機械装置及び運搬具（純額） 2,736 2,864 

土地 3,774 3,773 

リース資産（純額） 630 － 

建設仮勘定 194 213 

その他（純額） 339 372 

有形固定資産合計 11,940 11,537 

無形固定資産 

無形固定資産合計 366 348 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,057 3,417 

繰延税金資産 979 722 

その他 1,349 1,316 

貸倒引当金 △258 △224 

投資その他の資産合計 5,128 5,231 

固定資産合計 17,435 17,117 

資産合計 39,356 44,816 
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(単位：百万円) 

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) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 4,549 7,864 

短期借入金 700 700 

未払金 2,059 3,205 

未払法人税等 56 496 

未成工事受入金 1,057 205 

賞与引当金 617 664 

その他 623 765 

流動負債合計 9,662 13,902 

固定負債 

繰延税金負債 96 241 

退職給付引当金 3,365 3,342 

負ののれん 257 263 

長期預り金 161 161 

長期未払金 92 127 

リース債務 504 － 

固定負債合計 4,477 4,137 

負債合計 14,140 18,040 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,919 2,919 

資本剰余金 2,017 2,017 

利益剰余金 16,213 17,118 

自己株式 △1,350 △802 

株主資本合計 19,800 21,254 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 860 1,068 

評価・換算差額等合計 860 1,068 

少数株主持分 4,554 4,452 

純資産合計 25,215 26,775 

負債純資産合計 39,356 44,816 
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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：百万円） 

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 14,642 

売上原価 13,205 

売上総利益 1,436 

販売費及び一般管理費 3,084 

営業損失（△） △1,648 

営業外収益 

受取利息 7 

受取配当金 41 

負ののれん償却額 36 

その他 30 

営業外収益合計 115 

営業外費用 

支払利息 4 

その他 6 

営業外費用合計 11 

経常損失（△） △1,543 

特別利益 

固定資産売却益 10 

賞与引当金戻入額 36 

前期損益修正益 28 

特別利益合計 75 

特別損失 

固定資産売却損 0 

固定資産除却損 7 

前期損益修正損 73 

その他 17 

特別損失合計 98 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,566 

法人税、住民税及び事業税 50 

法人税等調整額 △562 

法人税等合計 △512 

少数株主損失（△） △382 

四半期純損失（△） △672 
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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損失（△） △1,566 

減価償却費 866 

負ののれん償却額 △36 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 

賞与引当金の増減額（△は減少） △47 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 

受取利息及び受取配当金 △48 

支払利息 4 

固定資産売却損益（△は益） △10 

固定資産除却損 7 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1 

売上債権の増減額（△は増加） 11,107 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △127 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,849 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,649 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △31 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △34 

未払消費税等の増減額（△は減少） △344 

その他 △12 

小計 3,223 

利息及び配当金の受取額 48 

利息の支払額 △4 

法人税等の支払額 △489 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,778 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △100 

有形固定資産の取得による支出 △344 

有形固定資産の売却による収入 15 

無形固定資産の取得による支出 △10 

投資有価証券の取得による支出 △0 

投資有価証券の売却による収入 3 

貸付けによる支出 △25 

貸付金の回収による収入 20 

投資活動によるキャッシュ・フロー △441 

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 1,200 

短期借入金の返済による支出 △1,200 

リース債務の返済による支出 △113 

自己株式の取得による支出 △3 

配当金の支払額 △233 

少数株主への配当金の支払額 △31 

財務活動によるキャッシュ・フロー △380 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,955 

現金及び現金同等物の期首残高 6,078 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,033 

7

ニチレキ㈱（5011）平成21年３月期 第２四半期決算短信



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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

【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、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各事業区分に属する主な内容 

       アスファルト応用加工製品事業:アスファルト乳剤、改質アスファルト、その他舗装用材料等の製造・販売

                     に関する事業等 

       道路舗装事業         :舗装、土木、橋梁防水工事、その他建設工事に関する事業 

            その他事業               :不動産賃貸業、損害保険代理業等         

  

【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）については、在外連結子
会社および在外支店がないため記載しておりません。 

  

【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）については、海外売上高
は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当社は、平成20年８月18日開催の取締役会決議に基づき、平成20年８月22日付で自己株式を
1,149,000株取得しております。 
  この結果、当第２四半期会計期間において自己株式が単元未満株式の買い取り分を含め548百万円増
加し、1,350百万円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

アスファルト
応用加工 
製品事業 
(百万円)

道路舗装事業
(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

 (1) 外部顧客に対する 
     売上高

7,295 7,195 151 14,642 ― 14,642

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,213 ― 25 2,239 (2,239) ―

計 9,508 7,195 177 16,881 (2,239) 14,642

   営業利益又は 
     営業損失(△)

138 △ 1,029 92 △ 797 (850) △ 1,648

(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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  前年同四半期に係る連結財務諸表等 

(1) 中間連結損益計算書 

 
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

「参考資料」

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(百万円)
百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 15,550 100.0

Ⅱ 売上原価 12,882 82.8

   売上総利益 2,668 17.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,082 19.9

   営業損失(△) △413 △2.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 7

 ２ 受取配当金 44

 ３ 負ののれん償却額 32

 ４ その他 32 117 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2

 ２ その他 9 11 0.1

   経常損失(△) △307 △2.0

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 10

 ２ 賞与引当金戻入益 119

 ３ 前期損益修正益 25

 ４ 投資有価証券売却益 147

 ５ その他 32 335 2.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 5

 ２ 特別退職加算金 12

 ３ 前期損益修正損 31

 ４ 減損損失 100

 ５ その他 10 159 1.0

   税金等調整前 

   中間純損失(△)
△132 △0.9

   法人税、住民税 

        及び事業税
119

   法人税等追徴税額 11

   法人税等調整額 △76 54 0.3

   少数株主損失(△) △0 △0.0

   中間純損失(△) △186 △1.2
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

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(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純損失(△) △132

   減価償却費 659

   負ののれん償却額 △32

   貸倒引当金の増加・減少(△)額 △33

   その他引当金の増加・減少(△)額 △156

   退職給付引当金の増加・減少(△)額 △10

   受取利息及び受取配当金 △52

   支払利息 2

   固定資産売却益 △10

   固定資産除却損 5

   減損損失 100

   投資有価証券売却益 △147

   売上債権の減少・増加(△)額 8,960

   たな卸資産の減少・増加(△)額 △1,414

   仕入債務の増加・減少(△)額 △4,005

   その他流動資産の減少・増加(△)額 △0

   その他流動負債の増加・減少(△)額 △53

   役員賞与支払額 △50

   未払消費税等の増加・減少(△)額 △119

   その他 △34

    小計 3,473

   利息及び配当金の受取額 52

   利息の支払額 △2

   法人税等の支払額 △511

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,012

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 △564

   有形固定資産の売却による収入 105

   無形固定資産の取得による支出 △44

   関連会社出資金の払込による支出 △98

   出資金の払込による支出 △0

   投資有価証券の取得による支出 △0

   投資有価証券の売却による収入 184

   貸付による支出 △11

   貸付金の回収による収入 24

  投資活動によるキャッシュ・フロー △405

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 400

   短期借入金の返済による支出 △480

   長期借入金の返済による支出 △49

   社債の償還による支出 △50

   自己株式の取得による支出 △83

   配当金の支払額 △176

   少数株主への配当金の支払額 △32

  財務活動によるキャッシュ・フロー △471

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 2,134

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 5,098

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高
7,233
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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】 

  
前中間期連結会計期間 (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、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各事業区分に属する主な内容 

       アスファルト応用加工製品事業:アスファルト乳剤、改質アスファルト、その他舗装用材料等の製造・販売

                     に関する事業等 

       道路舗装事業         :舗装、土木、橋梁防水工事、その他建設工事に関する事業 

            その他事業               :不動産賃貸業、損害保険代理業等       

  

【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)については、在外連結子会社および
在外支店がないため記載しておりません。 

  

【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)については、海外売上高は連結売上
高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

アスファルト
応用加工 
製品事業 
(百万円)

道路舗装事業
(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

 (1) 外部顧客に対する 
     売上高

6,613 8,782 155 15,550 ― 15,550

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,185 ― 27 2,212 (2,212) ―

計 8,799 8,782 182 17,763 (2,212) 15,550

  営業利益又は 
    営業損失(△)

768 △ 431 88 425 (838) △ 413
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