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業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 当社は、最近の業績の動向等を踏まえ、平成 19 年 5 月 11 日に公表いたしました平成 19 年 12

月期中間期（平成 19 年 1 月 1日～平成 19 年 6 月 30 日）および通期（平成 19 年 1 月 1 日～平成

19 年 12 月 31 日）の連結ならびに個別の業績予想を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 月期中間期業績予想数値の修正（平成 19 年 1 月 1日～平成 19 年 6月 30 日） 

〔連結〕                                （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 中間純利益 

前回発表予想（Ａ） 1,400 △40 △40 

今回修正予想（Ｂ） 954 △279 △267 

増減高   （Ｂ－Ａ） △446 △239 △227 

増減率   （％） △31.9 △597.5 △567.5 

前期（平成 18 年 6 月期）実績 1,403 76 33 

 

〔個別〕                                （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 中間純利益 

前回発表予想（Ａ） 1,250 △50 △50 

今回修正予想（Ｂ） 934 △266 △254 

増減高   （Ｂ－Ａ） △316 △216 △204 

増減率   （％） △25.3 △432.0 △408.0 

前期（平成 18 年 6 月期）実績 1,335 82 39 
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２．平成 19 年 12 月期通期業績予想数値の修正（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12月 31 日） 

〔連結〕                                （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 3,500 200 115 

今回修正予想（Ｂ） 上限  2,790 

下限  2,360 

上限    △30 

下限   △225 

上限    △40 

下限   △235 

増減高   （Ｂ－Ａ） 上限  △710 

下限 △1,140 

上限   △230 

下限   △425 

上限   △155 

下限   △350 

増減率   （％） 上限  △20.3 

下限  △32.6 

上限 △115.0 

下限 △212.5 

上限 △134.8 

下限 △304.3 

前期（平成 18 年 12月期）実績 2,839 103 51 

 

〔個別〕                                （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 3,000 150 75 

今回修正予想（Ｂ） 上限    2,440 

下限    2,010 

上限    △90 

下限   △285 

  上限   △100 

下限   △295 

増減高   （Ｂ－Ａ） 上限    △560 

下限    △990 

上限   △240 

下限   △435 

上限   △175 

下限   △370 

増減率   （％） 上限   △18.7 

下限   △33.0 

上限 △160.0 

下限 △290.0 

上限 △233.3 

下限 △493.3 

前期（平成 18 年 12月期）実績 2,575 91 40 

 

３．上記の修正理由は以下のとおりであります。 

 本年度中間期の業績予想につきましては、連結で売上高 1,400 百万円、経常利益△40 百万円、

中間純利益△40 百万円および個別で売上高 1,250 百万円、経常利益△50 百万円、中間純利益△50

百万円を計画しておりました。しかしながらバイオメトリクス事業において、日本版ＳＯＸ法施

行に向けた内部統制強化に関連する需要見込みが顕在化の途上にあり、また前期からずれ込んで

いた大手金融機関案件が先方都合によって今期中の導入を見送られることになり、売上高が当初

計画を大幅に下回る見込みとなりました。一方、利益面においては、新製品開発に伴う研究開発

費や国内外の販売体制強化による販管費の増加と相俟って計画を下回る見込みとなりました。 

 また、通期の業績予想については、連結で売上高 3,500 百万円、経常利益 200 百万円、当期純

利益 115 百万円および個別で売上高 3,000 百万円、経常利益 150 百万円、当期純利益 75 百万円を

計画しておりましたが、中間期における売上減少の影響に加え、下期での通信カラオケ機器向け

ハードウェア製品の受注減少を加味して修正をいたしました。当社売上は大口案件の影響が大き

く、製品の引き合いから受注導入まで長期間を要することもあり、決算期をまたいで売上が実現

するケースが想定されます。それに加え、当社売上の一定割合を新規事業・新製品が占めるため
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売上高や利益が正確に読みにくいといった特性を踏まえ、今回レンジによる予想数値を発表する

ことといたしました。 

 

４．今後について 

今後のバイオメトリクス事業の関連市場におきましては、日本版ＳＯＸ法施行に伴う内部統制

強化のフェーズが、業務フローの整理・体制構築から内部統制管理ツールを活用した情報セキュ

リティ管理体制の構築へ移行し、当社製品に対する需要は徐々に顕在化していくことが見込まれ

ます。また世界的な多要素認証の流れを背景に開発した新製品「ＥＶＥ」はマイクロソフト社製

品に対応した大規模案件向けの情報セキュリティソリューションであり、市場環境の良化を追い

風にして指紋認証関連事業の業容拡大に繋げてまいります。 

また昨年来、当社は国内外において資本参加を伴う業務提携を推進してまいりました。特に

SuperPix Micro Technology Ltd.（中国）や DigitalSecu Co.,Ltd（韓国）などの資本提携先の

業績も順調に伸長しており、これら企業との提携に関連する下期以降の販売が本格化することが

予想されるなど投資の成果もようやく出つつあります。主力製品である指紋認証関連製品以外の

新規事業の業績に対する貢献も見込まれることから、通期業績予想数値達成および来期以降の一

段の業容拡大に向けて邁進してまいります。 

 

 なお、上記に記載した予想数値は、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。実際の業績は、様々な要因により上記予想数値と異なる

場合があります。 

 

                                                                            以  上 


