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平成 21 年３月期業績予想の修正に関するお知らせ 
 

 平成20年５月23日付当社「平成20年３月期決算短信」において発表いたしました平成21年３月期 (平

成20年４月１日～平成21年３月31日)の業績予想を下記のとおり修正いたします。 

記 

１．平成 21 年３月期連結業績予想の修正 

(１) 第２四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

               
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 
純利益 

1 株当たり
四半期 
純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円銭

前回予想（Ａ） 750 △140 △140 △150 △25.37

今回修正（Ｂ） 680 △170 △170 △180 △31.30

増減額（Ｂ－Ａ） △70 △30 △30 △30 ―

増 減 率 △9.3% ― ― ― ―

(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成 20 年３月期第２四半期) 725 △206 △195 △226 △56.08

 

(２) 通期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

               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

前回予想（Ａ） 1,730 △80 △80 △100 △16.91

今回修正（Ｂ） 1,650 △130 △140 △160 △27.06

増減額（Ｂ－Ａ） △80 △50 △60 △60 ―

増 減 率 △4.6% ― ― ― ―

(ご参考)前期実績 
(平成 20 年３月期) 1,583 △289 △284 △349 △86.52

 （注）１ 前回予想の１株当たり四半期純利益及び１株当たり当期純利益は、期中平均株式数 5,912,062
株に基づいて算定しております。 

     ２ 今回修正の１株当たり四半期純利益は、期中平均株式数 5,751,656 株に基づいて算定してお
ります。また、今回修正の１株当たり当期純利益は、期中平均株式数 5,912,062 株に基づい
て算定しております。 

    ３ 前期第２四半期実績の１株当たり四半期純利益及び前期実績の１株当たり当期純利益は、期
中平均株式数 4,043,350 株に基づいて算定しております。 
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２．平成 21 年３月期個別業績予想の修正 

(１) 第２四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

               
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 
純利益 

1 株当たり
四半期 
純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円銭

前回予想（Ａ） 700 △140 △140 △150 △25.37

今回修正（Ｂ） 640 △170 △170 △180 △31.30

増減額（Ｂ－Ａ） △60 △30 △30 △30 ―

増 減 率 △8.6% ― ― ― ―

(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成 20 年３月期第２四半期) 677 △200 △197 △226 △56.02

 

(２) 通期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

               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

前回予想（Ａ） 1,630 △82 △82 △100 △16.91

今回修正（Ｂ） 1,550 △140 △150 △160 △27.06

増減額（Ｂ－Ａ） △80 △58 △68 △60 ―

増 減 率 △4.9% ― ― ― ―

(ご参考)前期実績 
(平成 20 年３月期) 1,486 △285 △288 △349 △86.47

（注）１ 前回予想の１株当たり四半期純利益及び１株当たり当期純利益は、期中平均株式数 5,912,062
株に基づいて算定しております。 

     ２ 今回修正の１株当たり四半期純利益は、期中平均株式数 5,751,656 株に基づいて算定してお
ります。また、今回修正の１株当たり当期純利益は、期中平均株式数 5,912,062 株に基づい
て算定しております。 

    ３ 前期第２四半期実績の１株当たり四半期純利益及び前期実績の１株当たり当期純利益は、期
中平均株式数 4,043,350 株に基づいて算定しております。 

 

３．修正の理由 

 商品面におきまして、平成20年４月より新たに、当社グループが扱っております商品よりワン

ランク上の高級輸入商品で、ヨーロッパでは有名最高級ブランドの１つであります「ニヤノルデ

ィスカ」の販売を行うとともに、カーテンレール等の販売強化策として、モダンで高品質なブラ

ンドであります「アートライン」の販売を開始いたしました。 

 営業面におきましては、首都圏を中心に得意先への販売活動の取組みを強化しましたが、上記

の「ニヤノルディスカ」、「アートライン」を含めた商品全般の売上が、前連結会計年度より続

いております新設住宅着工総戸数の減少の影響を受け、当初の予想よりも低調に推移しており、

今後も大幅な回復が見込めないことから、売上高は当初の予想より減少する見込みとなりました。 

 利益面におきましては、販売費及び一般管理費の削減に努めたものの、売上高の減少による影

響が大きく損失が拡大する見込みとなりました。 

  

 

（注）この資料に記載しております業績等の予想数値におきましては、発表日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、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性が
あります。 

 

以  上 


