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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 27,219 ― 514 ― 189 ― △377 ―
20年3月期第2四半期 29,430 2.2 1,229 2.2 902 8.8 375 17.4

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 △4.86 ―
20年3月期第2四半期 4.84 ―

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 54,866 9,994 18.2 128.70
20年3月期 57,368 10,520 18.3 135.42

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,021百万円 20年3月期  10,518百万円

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 ― 0.00 ― 2.50 2.50
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.50 2.50

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 58,000 △5.8 1,600 △27.8 1,000 △34.1 300 △54.6 3.86

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、4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．上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想と異なる可能性があり   
ます。 
  上記の予想に関連する事項については、3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覧ください。 
 
 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  77,780,000株 20年3月期  77,780,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  119,051株 20年3月期  104,397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  77,670,114株 20年3月期第2四半期  77,687,787株
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(１)当第２四半期累計期間の概況

       当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の後退が懸念される中、９月には米大手証券会社の

　　破綻に端を発した世界的な金融不安および株価の下落ならびに円の独歩高により企業収益の悪化が顕著

　　になってきました。

　　　当社グループの事業領域に関連する業界の動向は、建設業界においては昨年６月施行の改正建築基準

　　法に伴う建築着工の遅れが取り戻せないまま推移し、さらに当第２四半期累計期間における非住宅建築着工

　　面積の落ち込みにより、厳しい市場環境のうちに推移してきておりますが、電力・造船・プラント業界の需要は

　　概ね堅調に推移してまいりました。

　　　このような状況におきまして、当第２四半期累計期間の連結売上高は272億1千9百万円、営業利益は5億

　　1千4百万円、経常利益は1億8千9百万円となりましたが、特別損失として減損損失等を計上したため、四半

　　期純損失は3億7千7百万円となりました。

　　　なお、中間配当につきましては、当第２四半期累計期間の業績の状況から見送らせていただきます。

   事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

　建設・建材事業

　　　材料販売につきましては、主力商品でありますけい酸カルシウム板・波形スレート・耐火二層管は前年同期

　　に比し販売数量が下回り、材料販売全体の売上高は87億6千万円となりました。

　　　工事につきましては、大型店舗物件減少等の要因により鉄骨耐火被覆工事などの完成工事高が減少し、

　　46億円と前年同期に比し13.4%の減収となりました。

       この結果、建設・建材事業全体の売上高は、前年同期に比し7.8%減少し133億6千1百万円となりました。

  工業製品・エンジニアリング事業

　　　材料販売につきましては、各業界の需要が概ね堅調に推移する中、拡販に努力をいたしましたが、材料販売

　　売上高は43億1千5百万円と前年同期に比し5.9%の減収となりました。

　　　工事につきましては、景気が後退局面に入った影響によりプラント関連および環境関連工事の受注が減少し、

　　完成工事高は72億9千3百万円と前年同期に比し9.3%の減収となりました。

      材料販売および工事を合わせた工業製品・エンジニアリング事業全体の売上高は前年同期に比し8.1%減収

　　の116億9百万円となりました。

  自動車関連事業

　　　主力商品であります二輪車用ブレーキライニングは、国内二輪車メーカーの海外生産がさらに進む中、国内

　　向け販売数量を輸出で補完し、全体の販売数量はほぼ前年同期並みとなりました。

　　　クラッチフェーシングは排ガス規制に伴うトラックの買い替えによる特需が一巡し、販売数量は前年同期を

　　下回りましたが、シール材は前年同期を上回りました。

       この結果、自動車関連事業の売上高は前年同期に比し2.6%減収の22億2千1百万円となりました。 

  その他の事業

      子会社の保険料収入等でありますが、売上高は2千6百万円となりました。

　　　なお、対前年同四半期増減率はご参考として記載しております。

   「工事完成基準」を採用している当社グループの業績には季節的変動があります。

　 の設計、施工を主な事業としており、それら工事部門の売上高は全売上高の４割以上を占めております。

　    わが国では、事業年度を４月から３月までと定めている企業が多いため、工事の検収が年度の節目である

　 関連工事においては第４四半期への集中が顕著であります。このため、工事に係る収益の計上基準として

【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

　　  当社グループは不燃建材の製造、販売と共に建設・建材関連工事、工業製品・エンジニアリング関連工事

　 ［当社グループの四半期業績の特性について］

　 第２四半期および第４四半期に集中する傾向があります。中でも工事期間の長い工業製品・エンジニアリング
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(２)その他の重要な事項

  石綿健康障害問題

　　　元従業員ならびに当社工場および過去に閉鎖した工場の周辺にお住まいの方々における石綿健康障害に

　　つきましては、過去における当社の事業構造との関連が高いと判断される場合には社内規定に基づき補償金

　　等の支払いを行い特別損失として計上しており、今後とも同様に対応してまいります。

　　　なお、当社を含めた建材メーカー46社と国を被告とするアスベスト損害賠償請求訴訟が提訴されております

　　が、今後法廷の場において当社としての主張を行う等適切に対処していく所存であります。

  防耐火認定問題

　　　当社が取得しております耐火間仕切壁構造(商品名：どっちも耐火60E)の大臣認定FP060NP-0021が、耐火

　　性能評価試験において耐火構造の要求性能を満たさず平成20年11月4日に取り消しとなりました。

　　　当該認定を使用した施工済物件は165件と推定されますが継続して調査をしており、当該認定書記載の仕様

　　通りの施工が行われた物件につきましては国土交通省の指導のもと改修等の対応をしてまいります。

　　　なお、この改修等に要する費用につきましては上記の物件調査が判明しない現時点では合理的に算出する

　　ことは出来ません。

　(資産)

 　　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ25億2百万円減少し548億

　 6千6百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少6億9千5百万円、受取手形及び売掛金と完成工事

　未収入金の減少9億2千万円および未成工事支出金の減少4億8千9百万円によるものです。

　(負債)

　　当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ19億7千6百万円減少し448億7千

　1百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少10億3千7百万円と未成工事受入金の減少7億

　1百万円によるものです。

  (純資産)

   　当第２四半期連結会計期間末における純資産は、5億2千6百万円減少し99億9千4百万円となりました。

　 これは主に、土地再評価差額金の増加3億5千万円に対し、利益剰余金の減少9億2千2百万円によるものです。

  (キャッシュ・フローについて)

　   当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に

　比べ6億7千4百万円減少し、22億5千3百万円となりました。

  (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、税金等調整前四半期純損失3億6百万円に減価償却費の計上

　 6億8千8百万円、売上債権の減少8億4千8百万円、仕入債務とその他流動負債の減少19億4千7百万円など

　 により、3億6千4百万円の資金の減少となりました。

　(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、有形固定資産ならびに無形固定資産の取得7億2千3百万円などに

　 より、6億6千5百万円の資金の減少となりました。

  (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、長期借入金の返済による支出24億6千1百万円がありましたものの、

　短期借入金の増加27億6千6百万円などにより、3億5千5百万円の資金の増加となりました。

３.連結業績予想に関する定性的情報

　　　今後のわが国経済は、景気の後退が予測され、当社グループの事業環境におきましても、需要の減少など

　　の厳しい状況が見込まれます。

　　　当社グループは、継続的に安定した収益基盤を確立するため、平成20年度を初年度とする３ヶ年の新中期

　　経営計画「BREAK-THROUGH PLAN」を策定いたしました。この新たな中期経営計画で掲げた諸施策の

　　着実かつ迅速な実施と経営資源の選択と集中により企業の持続的成長と企業価値の増大に取り組んでまいり

　　ます。

　　　平成21年3月期の業績につきましては、第2四半期累計期間における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5月19日付「平成20年3月期決算短信」において発表いたしました数値を

　　修正しております。

２. 連結財政状態に関する定性的情報
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　(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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。　

　(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。

          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早期に適用しております。

　　②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　　  「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年7月5日　企業会計基準第9号)を

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による

　　 　　簿価切下げの方法)に変更しております。

　　 　　  なお、これによる損益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等の適用

　　　 「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））および「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））を第1四半期連結

　　会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上して

　　おります。

　　　 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっ

     ております。

　　　 なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。

　　　 これに伴う、リース資産計上額、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純損失に与える影響は

　　軽微であります。

　(4) 追加情報

　　①有形固定資産の耐用年数の変更

　　　 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機とし、設備改造や更新など資産の利用状況を勘案した

     結果、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。

　　　 この変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益はそれぞれ9千1百万円減少し、税金

 　　等調整前四半期純損失は同額増加しております。

　　　 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

４.その他
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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)
前連結会計年度末に係る

当第2四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成20年9月30日) (平成20年3月31日)

資産の部
　 流動資産
　　　現金及び預金 2,285 2,981
　　　受取手形及び売掛金 8,405 8,716
　　　完成工事未収入金 2,905 3,514
　　　商品及び製品 4,656 4,362
　　　仕掛品 242 210
　　　原材料及び貯蔵品 518 464
　　　未成工事支出金 5,569 6,058
　　　その他 1,357 1,619
　　　貸倒引当金 △ 73 △ 210
　　　流動資産合計 25,868 27,717
　 固定資産
　　　有形固定資産
　　　　 建物及び構築物(純額) 2,214 2,375
　　　   機械装置及び運搬具(純額) 4,452 4,325
　　　   土地 19,122 19,576
　　　   その他(純額) 514 735
　　　   有形固定資産合計 26,303 27,013
　　　無形固定資産 694 575
　　　投資その他の資産 1,999 2,062
　　　固定資産合計 28,997 29,650
資産合計 54,866 57,368
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(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る

当第2四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成20年9月30日) (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 8,371 9,408
　　　短期借入金 13,660 11,511
　　　１年内償還予定の社債 900 900
　　　未払法人税等 267 667
　　　賞与引当金 432 417
　　　引当金 16 34
　　　未成工事受入金 2,880 3,582
　　　その他 3,534 3,774
　　　流動負債合計 30,064 30,297
　 固定負債
　　　社債 500 500
　　　長期借入金 5,578 7,212
　　　退職給付引当金 2,670 2,718
　　　引当金 204 235
　　　その他 5,853 5,883
　　　固定負債合計 14,806 16,550
  負債合計 44,871 46,847
純資産の部
   株主資本
　　　資本金 3,889 3,889
　　　利益剰余金 5,114 6,036
　　　自己株式 △ 13 △ 12
　　　株主資本合計 8,989 9,913
   評価・換算差額等
　　　その他有価証券評価差額金 233 226
　　　繰延ヘッジ損益 △ 64 △ 107
　　　土地再評価差額金 835 484
　　　為替換算調整勘定 1 1
　    評価・換算差額等合計 1,005 605
　 少数株主持分 - 2
　 純資産合計 9,994 10,520
負債純資産合計 54,866 57,368
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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 27,219
売上原価 21,869
売上総利益 5,349
販売費及び一般管理費 4,834
営業利益 514
営業外収益
   受取利息 24
   受取配当金 16
   その他 58
   営業外収益合計 99
営業外費用
   支払利息 281
   持分法による投資損失 95
   その他 47
   営業外費用合計 424
経常利益 189
特別利益
   貸倒引当金戻入額 70
   特別利益合計 70
特別損失
   固定資産除却損 9
   減損損失 454
   関係会社株式評価損 7
   投資有価証券評価損 14
   石綿健康障害補償金 79
   事業撤退損 1
   特別損失合計 567
税金等調整前四半期純損失(△) △ 306
法人税、住民税及び事業税 72
少数株主損失(△) △ 2
四半期純損失(△) △ 377
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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(△) △ 306
   減価償却費 688
   貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 72
   賞与引当金の増減額 (△は減少) 14
   退職給付引当金の増減額 (△は減少) △ 48
   受取利息及び受取配当金 △ 41
   支払利息 281
   有形固定資産除却損 11
   減損損失 454
   投資有価証券評価損益(△は益) 21
   石綿健康障害補償金 79
   売上債権の増減額 (△は増加) 848
   たな卸資産の増減額 (△は増加) 109
   その他の流動資産の増減額 (△は増加) 229
   仕入債務の増減額 (△は減少) △ 1,040
   その他の流動負債の増減額 (△は減少) △ 907
   その他 42
   小計 364
   利息及び配当金の受取額 55
   利息の支払額 △ 289
   法人税等の支払額 △ 468
   石綿健康障害補償金の支払額 △ 27
   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 364
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 △ 32
   定期預金の払戻による収入 51
   有形固定資産の取得による支出 △ 536
   無形固定資産の取得による支出 △ 187
   投資有価証券の取得による支出 △ 4
   貸付けによる支出 △ 25
   貸付金の回収による収入 49
   その他 18
   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 665
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) 2,766
   長期借入れによる収入 210
   長期借入金の返済による支出 △ 2,461
   配当金の支払額 △ 190
   その他 31
   財務活動によるキャッシュ・フロー 355
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △ 674
現金及び現金同等物の期首残高 2,928
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,253
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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早期に適用しております。

　(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)

建設・建材 工業製品・ 自動車 その他 消去

事業 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 関連事業 の事業 計 又は全社 連結

事業

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

13,361 11,609 2,221 26 27,219 - 27,219

43 18 200 95 357 (357) - 

13,404 11,627 2,421 122 27,576 (357) 27,219

755 652 15 98 1,522 (1,007) 514

（注）１　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　各事業の主な製品および工事内容

　　　 　(1)建設・建材事業・・・・・・・・・・・・不燃建築材料の製造、販売および工事の設計、施工

押出成形品の製造、販売および工事の設計、施工

耐火二層管の製造、販売

鉄骨耐火被覆工事の設計、施工

　　　   (2)工業製品・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業・・不燃紡織品、工業用摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、

船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、

販売、保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工

　　　   (3)自動車関連事業・・・・・・・・・・・ 自動車用を主とした摩擦材・シール材の製造、販売

　　　   (4) その他の事業・・・・・・・・・・・・・保険代理業、その他

       ３　追加情報

　　　　　(有形固定資産の耐用年数の変更)

           法人税法の改正を契機とし、設備改造や更新など資産の利用状況を勘案した結果、

　　　　　第1四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。

　　　　　この変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業費用は建設・建材事業で67百万円、

　　　　　工業製品・エンジニアリング事業で3百万円および自動車関連事業で20百万円増加し、

　　　　　営業利益が同額減少しております。

　　【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)

　　　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、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】

　　　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)

　　　　海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　(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。

売上高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)セグメント間の内部

　　売上高又は振替高

計

営業利益
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

　(１) 前中間連結損益計算書

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 29,430 100.0

       商品製品売上高 16,051

       完成工事高 13,351

       その他の営業収入 26

Ⅱ 売上原価 23,293 79.1

       商品製品売上原価 11,403

       完成工事原価 11,882

       その他の営業支出 6

売上総利益 6,136 20.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,906 16.7

営業利益 1,229 4.2

Ⅳ 営業外収益 69 0.2

　　   受取利息 20

　　   受取配当金 12

　   　その他 35

Ⅴ 営業外費用 396 1.3

　　   支払利息 316

       持分法による投資損失 20

　　   その他 59

経常利益 902 3.1

Ⅵ 特別利益 36 0.1

　　　貸倒引当金戻入益 36

Ⅶ 特別損失 193 0.7

      固定資産除売却損 68

      減損損失 26

      石綿健康障害補償金 31

      廃版たな卸資産評価損 68

　　税金等調整前中間純利益 744 2.5

　　法人税､住民税及び事業税 382 1.3

　　少数株主損失 13 0.1

中間純利益 375 1.3

金額(百万円)

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)
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