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平成 20 年 3 月期中間ならびに通期業績予想（連結及び個別）の修正に関するお知らせ 
 
当社では、平成 19 年 6 月 15 日に発表いたしました平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1 日～平

成 20 年 3 月 31 日）の中間業績予想ならびに平成 19 年５月 11 日に発表いたしました通期業績予

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 20 年３月期中間業績予想数値の修正（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 

（１）連結業績予想                            
 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 1 株当たり 

中間純利益 
 百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

前回発表予想(A) 32,785 78 126 △47 △1 44 

今回修正予想(B) 35,012 1,122 1,253 394 12  10 

増減額 (B－A) 2,227 1,044 1,127 441  

増減率 (%) 6.8％ － 894.4％ －  
(ご参考) 
前期実績 

(平成 18 年 9 月期) 
34,209 △203 △14 △221 △6  80 

 
（２）個別業績予想                            

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 1 株当たり 
中間純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

前回発表予想(A) 25,201 △5 188 158 4  85 

今回修正予想(B) 27,267 943 1,188 588 18  06 

増減額 (B－A) 2,066 948 1,000 430  

増減率 (%) 8.2％ － 531.9％ 272.2％  
(ご参考) 
前期実績 

(平成 18 年 9 月期) 
26,849 △518 △276 △171 △5  27 
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２． 平成 20 年 3 月期通期業績予想数値の修正（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日） 
（１）連結業績予想                            

 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  銭 

前回発表予想(A) 79,791 5,044 5,114 2,511 77  06 

今回修正予想(B) 77,441 4,208 4,279 1,909 58  59 

増減額 (B－A) △2,350 △836 △835 △602  

増減率 (%) △2.9％ △16.6％ △16.3％ △24.0％  
(ご参考) 
前期実績 

(平成 19 年 3 月期) 
75,171 3,363 3,619 1,564 48  00 

 
（２）個別業績予想                            

 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  銭 

前回発表予想(A) 60,517 3,219 3,590 1,968 60  40 

今回修正予想(B) 58,998 2,621 2,967 1,592 48  86 

増減額 (B－A) △1,519 △598 △623 △376  

増減率 (%) △2.5％ △18.6％ △17.4％ △19.1％  
(ご参考) 
前期実績 

(平成 19 年 3 月期) 
58,397 1,893 2,320 1,253 38  46 

 
 
３． 修正の理由 

（１） 中間業績予想について 
 
連結業績につきましては、主に ISID テクノソリューションズの売上高が当初計画に

対して未達となる見込であるものの、当社単体に加え、米国および上海現地法人等の売

上高増加により、連結売上高は、前回発表予想（平成 19 年 6 月 15 日発表）を上回る見

通しとなりました。 
利益面につきましては、当社単体の営業利益の増加に加え、子会社における販売費及

び一般管理費の抑制により、連結営業利益は前回発表予想を上回る見込です。これに伴

い、連結経常利益および連結中間純利益につきましても、前回発表予想を上回る見込と

なりました。 
 

個別業績につきましては、製造業向け３次元設計(CAD)ならびに解析(CAE)ソフトウ

ェアの販売が伸び悩んだものの、主として金融業およびサービス業向けシステム開発の
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ほか、基幹業務(ERP)システム構築、内部統制コンサルティングや関連ツール販売等も

好調に推移したことにより、売上高は、前回発表予想を上回る見通しとなりました。 
利益面につきましては、不採算案件の再発防止やプロジェクト管理の強化等への取り

組みを背景に、売上総利益率が計画比改善したことに加え、販売費及び一般管理費の抑

制に努めた結果、営業利益は前回発表予想を上回る見込です。これに伴い、経常利益お

よび中間純利益につきましても、前回発表予想を上回る見込となりました。 
 
 

（２） 通期業績予想について 
 

下半期（平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）における業績見通しにつきまし

ては、特に、製造業向け CAD および CAE ソフトウェアならびに付随する技術支援サー

ビスに関して、期初に積極的な販売計画を策定いたしましたが、現在の見通しといたし

ましては連結、単体ともに、非常に厳しい推移が予想される状況であります。 
市場環境といたしましては、ハイエンド（高機能）CAD ソフトウェアは広く普及が進

んでおり、新規の需要拡大が難しくなりつつあります。このような中、当社グループが

近年販売を開始したハイエンド CAD「NX」は前期を上回る売上推移となっております。

しかしながら、従来販売してきた「I-DEAS」の売上が減少傾向となっており、当社グル

ープの CAD ソフトウェア全体の売上高は伸び悩んでいる状況です。また、当社が取り

扱う CAE ソフトウェアの一部も、普及の一巡に伴い、売上が伸び悩んでおります。 
 

かかる状況ならびにその他事業の動向も踏まえ、通期業績予想を修正いたします。 
当社グループといたしましては、現在取組んでおります課題解決型営業の強化やソリ

ューション領域の拡大などをより一層推し進めることで、顧客ニーズに合致したソリュ

ーションの創出に努め、製造業向け事業のさらなる拡大を図ってまいる所存であります。 
 
連結業績につきましては、米国および上海現地法人等で売上拡大が見込まれるものの、

主として当社単体および ISID テクノソリューションズにおける上記製造業向け事業の

伸び悩みにより、連結売上高が前回発表予想（平成 19 年 5 月 11 日発表）に対し未達と

なる見通しです。 
このため、利益面につきましては、販売費及び一般管理費の削減を図るものの、連結

営業利益は、前期比 25.1％の増益見込ながら、前回発表予想に対しては未達となる見通

しです。また、連結経常利益および連結当期純利益につきましても、それぞれ前期比増

益を見込むものの、前回発表予想は下回る見通しであります。 
 
個別業績につきましては、金融業およびサービス業向けシステム開発、ERP システム

構築、内部統制コンサルティング等は引き続き堅調な推移が見込まれるものの、主に上

記製造業向け事業の伸び悩みにより、売上高は前回発表予想に対し未達となる見通しで

す。 
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このため、利益面では、販売費及び一般管理費の削減を図るものの、営業利益につき

ましては、前期比 38.5％の増益見込みながら、前回発表予想に対しては未達となる見通

しです。また、経常利益、当期純利益につきましても、それぞれ前期比増益を見込むも

のの、前回発表予想は下回る見通しであります。 
 

以上 
 
 

 (注)この資料に記載しております売上高および利益の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入

手可能な情報による判断及び仮定により算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後

の事業運営における内外の状況変化等により、実際の売上高および利益は当該予想とは異なる場合がありま

すのでご承知おきください。 
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