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平成20年３月期 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 

 

平成19年５月15日の決算説明時に公表した平成20年３月期の業績予想及び期末配当予想を下記の通り修

正しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ平成 20 年３月期 業績予想の修正 

 

１． 中間業績予想の修正（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

（１）連結                                  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 
当期（中間）

純利益 

前回発表予想（A） 

（平成 19 年５月 15 日発表） 
6,715 81   69   50

今回修正予想（B） 6,356 52   33   19

増減額（B-A） △359 △29 △36 △31

増減率（％）   △5.3 △35.8 △52.2 △62.0

（ご参考）前中間期実績 

（平成 19 年３月期） 
5,282 83   83   73

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

（２）個別                                  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 
当期（中間）

純利益 

前回発表予想（A） 

（平成 19 年５月 15 日発表） 
1,601 △22   32   30

今回修正予想（B） 1,810 1 △23 △27

増減額（B-A）   209 23    △55   △57

増減率（％）    13.1 -    -    -

（ご参考）前中間期実績 

（平成 19 年３月期） 
  891 11   11   12

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 



２． 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                                  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 

（平成 19 年５月 15 日発表） 
 14,315 303   276   210

今回修正予想（B）  13,071 131  87    44

増減額（B-A） △1,244 △172 △189 △166

増減率（％）     △8.7 △56.8  △68.5  △79.0

（ご参考）前期実績 

（平成 19 年３月期） 
 11,521 238  234   205

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

（２）個別                                  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 

（平成 19 年５月 15 日発表） 
2,133 15  64  50

今回修正予想（B） 2,220 △21  39  10

増減額（B-A）    87 △36   △25   △40

増減率（％）    4.1 -    △39.1   △80.0

（ご参考）前期実績 

（平成 19 年３月期） 
2,278 38    21   28

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

３． 業績予想修正の理由 

（１） 中間業績の修正理由 

      原油及び銅等の原材料の高騰、製品価格競争の激化、為替差損等の不可抗力な費用増（約 40百

万円）を主要因として、平成 20 年３月期の中間業績は連結の業績見通しを売上高 6,356 百万円、

営業利益 52 百万円、経常利益 33 百万円、当期純利益 19 百万円、個別の業績見通しを売上高 1,810

百万円、営業利益１百万円、経常損失 23 百万円、当期純損失 27 百万円と修正します。 

（２） 通期の見通しについて 

通期につきましても引き続き原油及び銅等の原材料の高騰、製品価格の競争の激化が予想され、

平成 20 年３月期の連結の業績見通しを売上高 13,071 百万円、営業利益 131 百万円、経常利益 87

百万円、当期純利益 44 百万円、個別の業績見通しを売上高 2,220 百万円、営業損失△21 百万円、

経常利益 39 百万円、当期純利益 10 百万円と修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ平成 20 年３月期 期末配当予想の修正 

 （単位：円） 

 期末１株当たり配当金 

前回発表予想（A） 

（平成 19 年５月 15 日発表） 
2,000

今回修正予想（B） 400

増減額（B-A） △1,600

増減率（％） △80 

（ご参考）前期実績 

（平成 19 年３月期） 
0

 

 

※業績予想につきましては、本資料の発表時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、実

際の業績は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。 

 

以上 


