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(財)財務会計基準機構会員   

平成 20 年 3 月 11 日 

各  位 

神奈川県横浜市港北区綱島東五丁目 8 番 8 号

株 式 会 社 山 王 

代 表 取 締 役 社 長  荒 巻  芳 幸 

 （コード番号：３４４１） 

問い合せ先 取締役情報開示担当役員 甲山文成 

電 話 番 号 0 4 5 （ 5 4 2 ） 8 2 4 1 

 
 
特別損失の発生及び平成２０年７月期中間期、通期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ 
 
 特別損失の発生及び最近の業績の動向等を踏まえ、平成１９年１０月２５日の決算発表並びに平成
１９年１２月５日の第１四半期財務・業績の概況発表時に公表しました平成２０年７月期中間期、通
期の業績予想(連結・個別)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．連結業績予想の修正 
(1)中間期連結業績予想の修正(平成１９年８月１日～平成２０年１月３１日) 

    
(百万円 ％) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
前回発表予想(Ａ) ６，２２２ ５８５ ５５６ ４５７ 
今回修正予想(Ｂ) ６，６３１ ５４６ ５０２ ２４４ 
増減額(Ｂ－Ａ) ４０９ △３９ △５４ △２１３ 
増減率 ６．６ △６．７ △９．７ △４６．６ 
前期(平成19年1月中間期)実績 ５，９７６ ７０３ ７３６ ５２１ 

 
   
(2)通期連結業績予想の修正(平成１９年８月１日～平成２０年７月３１日) 

    
                               (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) １２，７８６ １，２９０ １，２７２ ９３９ 
今回修正予想(Ｂ) １２，７５４ ６８２ ６１９ ４２０ 
増減額(Ｂ－Ａ) △３２ △６０８ △６５３ △５１９ 
増減率 △０．３ △４７．１ △５１．３ △５５．３ 
前期(平成 19 年 7 月期)実績 １１，９４２ １，１５９ １，２２９ ８６１ 
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2．個別業績予想の修正 
(1)中間期個別業績予想の修正(平成１９年８月１日～平成２０年１月３１日) 

    
                               (百万円 ％) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
前回発表予想(Ａ) ４，０１３ １７５ １９４ １０３ 
今回修正予想(Ｂ) ４，１４４ ９２ １１７ △６０ 
増減額(Ｂ－Ａ) １３１ △８３ △７７ △１６３ 
増減率 ３．３ △４７．４ △３９．７ － 
前期(平成19年1月中間期)実績 ４，０６２ ２９９ ３６２ １７６ 

 
   
(2)通期個別業績予想の修正(平成１９年８月１日～平成２０年７月３１日) 

    
                                 (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) ８，４８４ ５１３ ６８０ ３９０ 
今回修正予想(Ｂ) ８，００９ △１８９ △２５ △３９ 
増減額(Ｂ－Ａ) △４７５ △７０２ △７０５ △４２９ 
増減率 △５．６ － － － 
前期(平成 19 年 7 月期)実績 ８，０５５ ４０３ ５３８ ２７７ 

 
 
3．連結業績予想修正の理由 
(1)中間期連結業績予想の修正理由 
   売上高につきましては、国内においては携帯電話・デジタル家電向けが前期から引き続き好
調に推移したことにより増収となる見込みです。又、海外市場におきましても、中国市場での
需要増やフィリピン工場での新規量産品の獲得などにより増収となる見込みです。連結では予
想比 409百万円増加の 6,631百万円を見込んでおります。 
利益面につきましては、当初より原材料の高騰を見込んだ利益計画を策定しておりましたが、
予想を上回る上昇だったほか、主力機種の値引き要請の影響もあり、材料費比率が約 4%上昇す
る見込みです。この状況下、材料費低減活動や経費削減を継続実施して参りましたが、営業利
益では当初予想比 39百万円減少の 546百万円、経常利益ではドル安の影響により為替差損 20
百万円が発生し、当初予想比 54百万円減少の 502百万円となる見込みです。また、平成 19年
12月 18日弊社東北工場で発生致しましたシアン廃液流出事故に関連する支出 75百万円に加え
投資有価証券評価損 39百万円、固定資産除却損 32百万円等により合計 151百万円の特別損失
の計上が見込まれることから、中間純利益は予想比 213百万円減少の 244百万円と見込んでお
ります。 

 
(2)通期連結業績予想の修正 
   売上高につきましては、引き続き海外での需要は継続されるものの、国内において先の弊社
東北工場事故に起因する得意先の主力受注品の転注があり当初予想比 32 百万円減少の 12,754
百万円となる見込みです。 
利益面につきましては、原材料高騰が引き続き継続するものと予想し、更に事故の影響によ
る国内高付加価値品受注減少が大きく影響し当初予想を大きく下回る見込みです。このような
状況下、今後設備計画の見直しや材料費低減・経費削減活動強化を柱とした施策を実施して参
りますが、以上のことから、営業利益は当初予想比 608 百万円減少の 682 百万円、経常利益は
当初予想比 653 百万円減少の 619 百万円、当期純利益は当初予想比 519 百万円減少の 420 百万
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円となる見込みです。 
 
 

４．個別業績予想修正の理由 
(1)中間期個別業績予想の修正理由 

売上高につきましては、携帯電話・デジタル家電向けが前期から引き続き好調に推移したこ
とにより増収となる見込みで、当初予想を 131百万円上回る見込みです。 
利益面につきましては、当初より原材料の高騰を見込んだ利益計画を策定しておりましたが、
予想を上回る上昇だったほか、主力機種の値引き要請の影響もあり、材料費比率が約 4%上昇す
る見込みです。この状況下、材料費低減活動や経費削減を継続実施して参りましたが、営業利
益では当初予想比 83 百万円減少の 92 百万円、経常利益では当初予想比 77 百万円減少の 117
百万円となる見込みです。また、平成 19 年 12 月 18 日弊社東北工場で発生致しましたシアン
廃液流出事故に関連する支出 75 百万円に加え固定資産廃棄等により特別損失の計上が見込み
まれることから、中間純損益は予想比 163 百万円減少の 60 百万円の中間純損失を見込んでお
ります。 
 

(2)通期個別業績予想の修正 
   売上高につきましては、先の弊社東北工場事故に起因する得意先の主力受注品の転注があり
当初予想比 475 百万円減少の 8,009 百万円となる見込みです。 
利益面につきましては、原材料高騰が引き続き継続するものと予測し、更に事故の影響によ
る国内高付加価値品受注減少が大きく影響し当初予想を大きく下回る見込みです。このような
状況下、今後設備計画の見直しや材料費低減・経費削減活動強化を柱とした施策を実施して参
りますが、以上のことから、営業損益は当初予想比 702 百万円減少の 189 百万円の営業損失、
経常損益は当初予想比 705 百万円減少の 25百万円の経常損失、当期純損益は当初予想比 429 百
万円減少の 39 百万円の当期純損失となる見込みです。 

 
 

５．配当予想について 
   平成 19年 12月 5日に発表いたしました、平成 20年 7月期中間・期末配当予想については変

更ございません。 
 
 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因

に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大き

く異なる結果となる可能性があります。  
 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 


