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平成 19 年 3 月期中間（連結・単独）業績予想との差異及び 

通期 （連結 ・単独 ）業績予想の修正に関するお知らせ 
 
平成 19年 3月期（平成 18年 4月 1日～平成 19年 3月 31日）の業績予想について、平成 18年 5

月 26日付当社「平成 18年 3月期決算短信（連結）」及び同日付当社「平成 18年 3月期個別財務諸
表の概要」にて発表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたします。 
 

記 

１．平成 19年 3月期 連結業績予想の修正等 
(1) 中間期（平成 18年 4月 1日～平成 18年 9月 30日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
  前年 

実績比 
 前年 

実績比 
 前年 

実績比 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  

前回予想（Ａ） 12,660 111.9 787 98.7 481 110.9 
今回修正（Ｂ） 11,469 101.3 665 83.4 372 85.8 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,191  △121  △108  

増減率（％） △9.4  △15.5  △22.6  

前期実績 11,317  798  434  
 
(2) 修正理由 

当社グループのフラットパネルディスプレイ関連事業につきまして、生産規模は順調に拡

大いたしましたが、同市場における材料単価が下落し、業績に影響が出ました。また、今後

の受注増減に対応するため、自動化を含む生産技術向上及び設備の導入、その結果としての

生産効率向上へむけ、経営資源を積極的に投入した結果、費用が拡大いたしました。 
しかしながら、連結対象子会社であるフジサンエナジー株式会社及び上海不二光学科技有

限公司の業績は堅調で、グループ全体の業績に貢献いたしました。 
その結果、売上高 11,469 百万円と当初予測より 1,191 百万円の減少、経常利益 665 百万
円と当初予測より 121百万円の減少、当期純利益は 372百万円と当初予測より 108百万円の
減少となる見込みであります。 

 

 



 

 

 

 
(3) 通期（平成 18年 4月 1日～平成 19年 3月 31日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
  前年 

実績比 
 前年 

実績比 
 前年 

実績比 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  

前回予想（Ａ） 24,429 111.9 1,687 109.0 1,009 110.6 
今回修正（Ｂ） 22,230 101.8 1,326 85.7 795 87.2 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,198  △360  △213  

増減率（％） △9.0  △21.4  △21.2  

前期実績 21,831  1,547  912  
 
(4) 修正理由 

大型テレビ市場のプラズマディスプレイと液晶の熾烈な価格競争により、流通台数は急速

に拡大するものの、今後更に販売価格の低下が見込まれ、それに伴い、当社への加工単価圧

力も大きくなると予測されます。 
当社グループでは、これまで、数量拡大に伴うスケールメリットを確保するため、急速な

供給体制の拡大に注力して参りましたが、今後の受注枚数、受注変動及び加工単価が不透明

なため、生産予定台数及び利益計画の修正をいたします。 
その結果、売上高 22,230百万円と当初予測より 2,198百万円の減少、経常利益 1,326百万
円と当初予測より 360百万円の減少、当期純利益は 795百万円と当初予測より 213百万円の
減少となる見込みであります。 

 
２．個別業績予想数値の修正 

(1) 中間期（平成 18年 4月 1日～平成 18年 9月 30日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
  前年 

実績比 
 前年 

実績比 
 前年 

実績比 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  

前回予想（Ａ） 10,470 104.2 610 84.2 353 86.8 
今回修正（Ｂ） 8,636 86.0 431 59.5 219 53.8 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,833  △179  △134  

増減率（％） △17.5  △29.3  △38.1  

前期実績 10,047  724  407  
 
(2) 修正理由 

フラットパネルディスプレイ関連事業に関する修正理由に加え、当社グループは、連結業

績を中心に子会社を含めた事業合理化に取組んでおり、個々の業務の専門性を強化し、無駄

のない経営体制を推し進めております。そのため、子会社への分業化及び初期投資を積極的

に行い、単体業績を連結子会社へ分散させる形となりました。 
その結果、売上高 8,636百万円と当初予測より 1,833百万円の減少、経常利益 431百万円
と当初予測より 179百万円の減少、当期純利益は 219百万円と当初予測より 134百万円の減
少となる見込みであります。 

 



 

 

 

 
(3) 通期（平成 18年 4月 1日～平成 19年 3月 31日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
  前年 

実績比 
 前年 

実績比 
 前年 

実績比 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  

前回予想（Ａ） 18,952 104.6 1,261 110.1 731 109.4 

今回修正（Ｂ） 16,517 91.1 880 76.9 528 79.0 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,435  △380  △203  

増減率（％） △12.8  △30.2  △27.8  

前期実績 18,123  1,146  669  
 
(4) 修正理由 

フラットパネルディスプレイ関連事業に関する修正理由に加え、当社グループは子会社を

含めた事業合理化に積極的に取組んでおり、業務の専門性を重視し、今後の事業展開に対応

すべく経営基盤の強化を推し進めております。そのため、子会社への初期投資及び業務分離

を推進し、単体業績につきましても計画の修正が必要となりました。 
その結果、売上高 16,517 百万円と当初予測より 2,435 百万円の減少、経常利益 880 百万

円と当初予測より 380百万円の減少、当期純利益は 528百万円と当初予測より 203百万円の
減少となる見込みであります。 

 
 

以 上 


