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平成 19 年 12 月期業績予想及び配当予想の修正について 
 

最近の業績動向等を踏まえ、平成 19 年２月８日に公表いたしました平成 19 年 12 月期中間期の

業績予想（連結・個別）並びに平成 19 年 12 月期通期の業績予想（連結・個別）及び配当予想につ

いて、下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．平成 19 年 12 月期中間期（平成 19 年１月１日～平成 19 年６月 30 日）業績予想の修正 

（１）連結 

 
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

前回発表予想(Ａ) 11,240 1,430 1,460 790 1,657.53

今回修正予想(Ｂ) 11,237 1,168 1,241 325 688.84

増減額(Ｂ－Ａ) △3 △262 △219 △465 

増減率(％) △0.0 △18.3 △15.0 △58.9 

(ご参考) 

前期実績 
7,646 1,501 1,483 855 1,854.16

 

（２）個別 

 
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

前回発表予想(Ａ) 6,880 1,170 1,400 800 1,678.51

今回修正予想(Ｂ) 6,706 972 1,225 454 962.25

増減額(Ｂ－Ａ) △174 △198 △175 △346 

増減率(％) △2.5 △16.9 △12.5 △43.3 

(ご参考) 

前期実績 
7,494 1,456 1,459 793 1,720.02

 



２．平成 19 年 12 月期通期（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日）業績予想の修正 

（１）連結 

 
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

前回発表予想(Ａ) 23,500 3,270 3,300 1,840 3,860.58

今回修正予想(Ｂ) 23,500 2,830 2,900 1,240 2,628.17

増減額(Ｂ－Ａ) ― △440 △400 △600 

増減率(％) ― △13.5 △12.1 △32.6 

(ご参考) 

前期実績 
15,261 2,754 2,741 1,525 3,331.45

 

（２）個別 

 
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

前回発表予想(Ａ) 15,000 2,840 3,100 1,770 3,713.71

今回修正予想(Ｂ) 15,000 2,390 2,630 1,290 2,734.15

増減額(Ｂ－Ａ) ― △450 △470 △480 

増減率(％) ― △15.8 △15.1 △27.1 

(ご参考) 

前期実績 
14,831 2,591 2,594 1,405 3,069.50

 

３．修正の理由 

（１）中間期業績予想の修正理由 

   売上高につきましては、連結・個別ともに前回発表数字をほぼ確保する見通しであり

ますが、営業利益及び経常利益につきましては、一部の進行中のプロジェクトの契約締

結が遅延し、発表日現在において顧客との間で合意に達せず、当初予定していた上期中

の売上計上を見送ったことや、今回縮小を行うことを決定した事業の収益力が予想外に

低下し、当初計画を下回ったため、連結・個別とも前回発表数値を下回る見通しであり

ます。 

なお、当期純利益は、本日付で別途発表しております特別損失を計上した影響により、

連結・個別とも前回発表数値を下回る見通しであります。 

 

（２）通期業績予想の修正理由 

   通期の売上高につきましては、当初予定金額を達成する見込みでありますが、営業利

益、経常利益及び当期純利益については、一部プロジェクトで今後発生する可能性のあ

る追加コストを保守的に見積もり計上したこと及び、縮小を決定した事業の再編効果が

本格的に寄与するのは、翌期以降と見込まれること等により、当初の計画を若干下回る

と予想しております。 

収益性の高い事業への経営資源をシフトして効率化を図り、また、グループ全体でコ

スト管理をより一層徹底する等巻き返しを図ってまいりますが、結果として連結・個別

とも前回発表数値を下回る見通しであります。 



 

４．配当予想の修正 

（１）配当予想修正の理由 

   当期は、期末配当として１株につき 1,050 円を予定しておりましたが、前述の通り、

前回発表時の予測より通期業績が悪化する見込みですので、１株につき 850 円に修正い

たします。 

 

（２）修正の内容 

 １株当たり配当金(円) 

基準日 中間期末 期末 年間 

前回予想 

(平成 19 年 2 月 8日発表) 
― 1,050 1,050

今回修正予想 ― 850 850

当期実績  

前期実績 ― 950 950

 

以 上  

 

(注)上記の業績予想は、本資料の発表日現在において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、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる結果となることがあります。 

 

●     本件に関する報道機関などからのお問い合わせ先： 

 フューチャーアーキテクト株式会社 経営企画室 IR 担当 池内 

 IR 直通 Tel：03-5740-5724 電子メール：ir@future.co.jp 

 


