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平成 20 年６月期業績予想(連結及び個別)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 8 月 27 日の決算発表時に公表した業績予想を下記の

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６月期中間業績予想数値の修正（平成 19 年 7 月 1日～平成 19 年 12 月 31 日） 

（１）連結                                                         （単位：百万円） 
 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） 11,200 900 1,000 550 31 66 

今回修正予想 （Ｂ） 11,137 1,204 406 220 12 67 

増減額  （Ｂ－Ａ） △63 304 △594 △330 △18 99 

増減率 （％） △0.6 33.8 △59.4 △60.0 △60.0 

（ご参考）前期実績 
（平成 18 年 12 月中間期） 11,683 1,245 2,346 1,305 74 22 

 
（２）個別                                                         （単位：百万円） 

 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） 11,000 900 1,000 550 31 66 

今回修正予想 （Ｂ） 11,021 1,203 407 225 13 00 

増減額  （Ｂ－Ａ） 21 303 △593 △325 △18 66 

増減率 （％） 0.2 33.7 △59.3 △59.1 △58.9 

（ご参考）前期実績 
（平成 18 年 12 月中間期） 11,235 1,236 2,348 1,308 74 36 
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２．平成 20 年 6 月期通期業績予想数値の修正（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 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 

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） 23,000 1,900 2,100 1,200 69 08 

今回修正予想 （Ｂ） 22,300 2,100 1,400 800 46 07 

増減額  （Ｂ－Ａ） △700 200 △700 △400 △23 01 

増減率 （％） △3.0 10.5 △33.3 △33.3 △33.3 

（ご参考） 
前期実績（平成 19 年６月期） 23,005 2,271 4,081 2,173 124 10 

 
（２）個別                                                         （単位：百万円） 

 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） 22,400 1,900 2,100 1,200 69 08 

今回修正予想 （Ｂ） 22,200 2,100 1,400 800 46 07 

増減額  （Ｂ－Ａ） △200 200 △700 △400 △23 01 

増減率 （％） △0.9 10.5 △33.3 △33.3 △33.3 

（ご参考） 
前期実績（平成 19 年６月期） 22,394 2,271 4,083 2,299 131 30 

 
３．業績予想修正の理由 

 (１) 連結 

 主に、当社個別決算の修正予想に伴い修正するものです。 

(２) 個別 

売上高においては前回の予想を0.2％上回りほぼ予想通りですが、利益面につきましては、

原油価格の高騰による原材料の値上げ及び生産地中国での人件費をはじめとする生産のイン

フラコストの上昇により、製品原価は徐々に値上がりしているものの、採算の見直し及び経

費の削減が一定の効果を得て、営業利益は予想を 303 百万円、33.7％上回り、1,203 百万円

となる予定です。経常利益については、円高の進行により、輸入取引に係る為替変動リスク

をヘッジするため行っているクーポンスワップ取引の時価評価のデリバティブ評価損を 882

百万円計上することなどにより、営業外費用が予想を上回ったため、前回の予想を 593 百万

円、59.3％下回る 407 百万円となる予定です。当期純利益は、前回の予想を 325 百万円、59.1％

下回る 225 百万円となる予定です。 

通期の予想につきましては、営業外損益においてはデリバティブ評価損を 882 百万円見込み、

中間業績予想をもとに前回の予想を上記の通り修正します。 

以  上 


