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平成 20 年３月期業績予想（連結及び個別）の修正に関するお知らせ 

 

 平成 19 年５月９日に公表した平成 20 年３月期（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月

31日）の連結及び個別の業績予想を下記のとおり修正いたしますのでお知らせします。 

 

１．平成 20 年３月期中間期業績予想の修正（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 

（１）連結                        （金額の単位：百万円） 

 

（２）個別                        （金額の単位：百万円） 

 

 
 

会 社 名 荏 原 ユ ー ジ ラ イ ト 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 粕谷佳允 
 (コード番号：4975 東証第一部) 
問合せ先 取締役常務執行役員 

社長室長兼 IR 室長 
上 谷 正 明 

 (TEL．03－3833－0321) 

  １株当たり 

  
売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

中間純利益

前回発表予想（A） 5,200  458  454  340  106 円63 銭 

今回修正予想（B） 5,097  260 258 106 33 円15 銭 

増減額（B－A） △103 △198 △196 △234 △73円49 銭 

増減率（％） △2.0 △43.2 △43.2 △68.8 △68.9 

（ご参考） 

前中間期実績（平成 19 年 3 月期） 
5,220  601  590  345  110 円36 銭 

  １株当たり 

  
売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

中間純利益

前回発表予想（A） 5,115 476 468 332 104 円04 銭 

今回修正予想（B） 5,009  379 355 182 57 円00 銭 

増減額（B－A） △106 △97 △113 △150 △47円04 銭 

増減率（％） △2.1 △20.4 △24.1 △45.2 △45.2  

（ご参考） 

前中間期実績（平成 19 年 3 月期） 
5,140  594 585 338 108 円09 銭 



２．平成 20 年３月期通期業績予想の修正（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

 

（１）連結                        （金額の単位：百万円） 

 
（２）個別                        （金額の単位：百万円） 

 
 
３．修正の理由 
（１）中間期業績予想の修正理由 
（連結） 

売上高は期初予想をわずかに下回る見込みですが、原材料の高騰等による売上総利

益率の低下及び販売費及び一般管理費の増加等により営業利益、経常利益、中間純利

益ともに期初予想を下回る見込みです。 
 
（個別） 

連結中間期業績予想の修正理由の要因と同一であります。 

  １株当たり 

  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期純利益

前回発表予想（A） 11,300  1,285  1,277  872  273 円42 銭

今回修正予想（B） 10,000 450 410 200 62 円34 銭

増減額（B－A） △1,300 △835 △867 △672 △211 円 08 銭

増減率（％） △11.5 △65.0 △67.9 △77.1 △77.2 

（ご参考） 

前通期実績（平成 19 年 3 月期） 
9,677  1,023 1,008 911 288 円40 銭

  １株当たり 

  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期純利益

前回発表予想（A） 10,600 1,242 1,226 827 259 円14 銭

今回修正予想（B） 9,480 500 460 220 68 円57 銭

増減額（B－A） △1,120 △742 △766 △607 △190 円 57 銭

増減率（％） △10.6 △59.7 △62.5 △73.4 △73.5 

（ご参考） 

前通期実績（平成 19 年 3 月期） 
9,468 1,042 1,007 910 288 円17 銭



 
（２）通期業績予想の修正理由 
（連結） 

業績予想を公表した後に、ソウル支店の現地法人化を決定し、９月より営業活動を

開始いたしました。当社は連結財務諸表の作成にあたり、子会社の 12 月 31 日現在の

財務諸表を使用しておりますが、韓国現地法人につきましても決算期が１月～12 月

であるため、同社の平成 20 年１月～３月の業績が今期に連結されません。薬品関連

資材事業につきましては、台湾におけるプリント配線板業界の商況が今期前半、低調

であり、当該地域におけるプリント配線板用銅めっき薬品の売上高が予定を下回る見

込みです。なお、今期後半の台湾の商況は回復基調にあるもの、台北支店の現地法人

化に伴い、平成 20 年１月～３月の業績が今期に連結されません。また、装置事業に

おきましてはカラーリング用スパッタリング装置の販売に関し、ビジネスモデルの変

更を計画しており、来期の業績に貢献する見込みです。さらに、原材料の高騰等によ

る売上総利益率の低下及び海外展開に伴う販売費及び一般管理費の増加が見込まれ

ます。以上の理由により、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに期初予想

を下回る見込みです。 
 
（個別） 

連結中間期業績予想の修正理由の要因と同一でありますが、個別の場合、ソウル支

店の現地法人化に伴う業績の欠落は平成19年９月～平成20年３月の７ヶ月となりま

す。 
 
４．その他 

配当予想（中間及び期末）及び株主優待制度につきましては変更ございません。 
 

以 上 


