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平成 19 年 11 月２日 

各   位 

会 社 名 株式会社 ジョイス 

代表者名 代表取締役社長 小苅米 淳一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 8080） 

問合せ先 取締役財務部長 髙橋 章 

（TEL  019-623-6100） 

 

平成 20 年２月期中間期及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 19 年５月 17 日公表の平成 20 年２月期中間期及び通期の業績予想を

下記のとおり修正いたしましたのでお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 平成 20 年２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 

 
営業収益 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 予 想（Ａ）  27,530 433 493 271   24  40

今 回 修 正（Ｂ）    27,182     192 269 302  27  23

増減額 （Ｂ－Ａ） △347 △240 △223 31 ― 

増 減 率 （％） △1.3 △55.6 △45.3 11.6 ― 

（ご参考）前期実績 
平成 19 年３月期中間期 

27,161 375 443 246 22  22

 

（２）個別 

 
営業収益 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 予 想（Ａ）   27,520      426    480   259 23  32

今 回 修 正（Ｂ）   27,165      179   251          291 26  21

増減額 （Ｂ－Ａ） △354 △246 △228 32 ― 

増 減 率 （％） △1.3 △57.9 △47.7 12.4 ― 

（ご参考）前期実績  
平成 19 年３月期中間期 

27,152 372 434 239 21  60

 

 

２．平成 20 年２月期通期業績予想の修正（平成 19 年４月１日～平成 20 年２月 29 日） 

（１）連結 

 
営業収益 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 予 想（Ａ） 50,018 764 860 485 43  67

今 回 修 正（Ｂ） 48,900 290 410 370 33  32

増減額 （Ｂ－Ａ） △1,118 △474 △450 △115 ― 

増 減 率 （％） △2.2 △62.0 △52.3 △23.7 ― 

（ご参考）前期実績  

平成 19 年３月期 
53,321 714 841 462 41  64

※今年度より決算期を２月末日に変更しております。 
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（２）個別 

 
営業収益 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 予 想（Ａ）   50,000   750          836         451 40  61

今 回 修 正（Ｂ）    48,800       270          380          350 31  52

増減額 （Ｂ－Ａ）      △1,200        △480     △456        △101 ― 

増 減 率 （％）      △2.4    △64.0      △54.5       △22.4 ― 

（ご参考）前期実績  

平成 19 年３月期 
53,300 701 818 445 40  14

※今年度より決算期を２月末日に変更しております。 

 

３．修正の理由 

（１）個別中間業績 

当中間期におきましては、新規出店に伴う競争環境の激化や家計におけるエネルギーコストの高騰による個

人消費の低迷等により依然として厳しい経営環境が続いております。 

営業収益は 271 億 65 百万円と前年並みを確保しましたが、競争激化に対応した販売政策により荒利益率が

低下したことから、売上総荒利高が計画値を２億77百万円下回り、1億 14百万円となる見込みとなりました。 

営業利益、経常利益は、売上総荒利高の減少が影響し、営業利益は１億 79 百万円、経常利益は２億 51 百万

円と減益の見込みとなりました。 

中間純利益につきましては、遊休不動産譲渡による固定資産売却益（２億 40 百万円）の計上もあって、２

億 91 百万円となる見込みです。 

 

（２）連結中間業績 

連結中間業績につきましては、個別中間業績予想の修正に伴い、修正するものであります。 

    

（３）通期につきましても、原油価格の高騰や競争環境が益々激化し予断を許さない状況が続くと見込まれるこ

から、連結及び個別の中間期業績予想の修正に伴い、併せて修正するものであります。 

   

（注）上記の業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績

はさまざまな要因により、見通しと異なる場合があります。 

 

以上 

 


