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平成 18 年９月期中間業績予想及び通期業績予想の修正について 

 

平成 18 年９月期中間（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年３月 31 日）の業績予想及び平成 18

年９月期（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日）の業績見通しに関し、平成 17 年 11

月 11 日付当社「平成 17 年 ９月期決算短信（連結）」及び同日付当社「平成 17 年９月期個

別財務諸表の概要」にて発表いたしました中間業績予想及び通期業績予想を下記のとおり修

正いたします。 

  

記 
 

 
 Ⅰ．平成 18 年９月期中間業績予想数値修正 

 

１． 平成 18 年９月期中間 連結業績予想修正 

（１）中間期業績予想修正（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年３月 31 日） 

                                （単位百万円） 

 売上高 経常利益 中間純利益 

期初予想（Ａ）  ７,１２２ ４７５ ２３６

今回修正予想 （Ｂ） ７,１２８ ６５７ ３３３

増減額（Ｂ－Ａ） ６ １８２ ９７

増減率 ０.１％ ３８.３％ ４１.１％

（ご参考） 

前年実績 
５,９１０ ４６９ ３５９

 

 

 （２）修正理由 

     当社グループにおいて当中間連結売上は、７,１２８百万円（期初予想比０.１％

増）と概ね期初予想どおりになることが予想されます。 

利益面では、ＣＲＯ事業を行う当社において、プロジェクトの進捗が予想以上に順

調に進んだことにより期初予想を大幅に上回ることが見込まれます。一方、ＳＭＯ事

業を遂行しております株式会社イーピーミントは、新規受注案件の低迷により期初予

想を下回る状況となることが見込まれます。 

上記の結果、当社の期初予想超過分が、株式会社イーピーミントの期初予想未達分

を大幅にカバーしたことにより当中間連結経常利益は、６５７百万円（期初予想比３

８.３％増）となることが見込まれます。 



当中間連結純利益は、前述と同様な理由で３３３百万円（期初予想比４１.１％増）

となることが見込まれます。   

 

２． 平成 18 年９月期中間単独の業績予想修正 

（１）中間期業績予想修正（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年３月 31 日） 

                                （単位百万円） 

 売上高 経常利益 中間純利益 

期初予想（Ａ）  ４,１１１ ３２２ １８９

今回修正予想 （Ｂ） ４,３５３ ６３８ ３６７

増減額（Ｂ－Ａ） ２４２ ３１６ １７８

増減率   ５.９％      ９８.１％ ９４.２％

（ご参考） 

前年実績 
３,５７７ ３６０ ３２６

  

 

  （２）修正の理由 

当社の当中間売上高は、４,３５３百万円（期初予想比５.９％増）となることが見

込まれます。 

その主な理由として既存プロジェクトの症例数増加や新規案件の開始時期の前倒等

により期初予想を上回ることが見込まれるためです。 

経常利益につきましては、６３８百万円（期初予想比９８.１％増）と大幅な超過達

成となることが見込まれます。 

その主な理由として、売上増による稼働率アップ等で大幅に利益が増加すると見込

まれるためです。 

中間純利益は、３６７百万円（期初予想比９４.２％増）となることが見込まれます。 

その主な理由は前述と同様な要因によるものです。 

 

  

Ⅱ.平成 18 年９月期期末の業績見通し修正 

 

１． 平成 18 年９月期 連結通期業績見通し修正 

（１）通期業績見通し（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日） 

                                （単位百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

期初予想（Ａ） １６,０４１ ２,１１０ １,０６３

見通し （Ｂ） １５,７８４ １,９６８ ９８４

増減額（Ｂ－Ａ） ▲２５７ ▲１４２ ▲７９

増減率   ▲１.６％      ▲６.７％ ▲７.４％

（ご参考） 

前年実績 
１３,００４ １,８１１ １,１２６

 

 

（２）修正理由 

     当社グループにおいて当連結売上見直し予想は、１５,７８４百万円（期初予想比１.

６％減）となることが見込まれます。その主な理由としてＳＭＯ事業を遂行しており

ます株式会社イーピーミントの中間期までの新規受注の低迷分を、下期において取戻



すことはできないことが見込まれるためです。 

これにともない当連結経常利益見直し予想が、１,９６８百万円（期初予想比６. 

７％減）となることが見込まれます。その主な要因は、前述のＳＭＯ事業を行う株式

会社イーピーミントにおいて中間期までの売上不足による利益減を取戻すべく、新規

人員確保の延期及び経費削減等による経営努力をしておりますが、期初予想未達とな

ることが見込まれるためです。 

当連結純利益は、９８４百万円（期初予想比７.４％減）となることが見込まれます。

その主な理由は前述と同様な要因によるものです。 

 

 

２． 平成 1８年９月期 単独通期業績見通し修正 

（１）通期見通し（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日） 

                                （単位百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

期初予想（Ａ）  ９,２２０ １,３２１ ７６６

見通し （Ｂ） ９,３６９ １,３９０ ８０６

増減額（Ｂ－Ａ） １４９ ６９ ４０

増減率 １.６％ ５.２％ ５.２％

（ご参考） 

前年実績 
７,８９６ １,２２１ ８１３

  

  

（２）修正の理由 

売上高につきましては、９,３６９百万円（期初予想比１.６％増）になると見込ん

でおります。中間期までの症例数の増加や開始時期の前倒等による売上増加は、通期

では微増に留まるものと見込んでおります。 

経常利益は１,３９０（期初予想比５.２％増）、当期純利益は８０６百万円（期初

予想比５.２％増）となることが見込まれます。 

その主な理由として、中間期までの売上増による稼働率の向上は、通期において若

干低下すると見込まれるためです。 

 

※ 上記の業績見通しは現時点での入手可能な情報による判断に基づき算定しており、不確

定要素の変動により、実際の業績は、本資料における見通しと異なる可能性があること

をご承知おきください。 

 

以 上 


