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営業外費用及び特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ 
 

 

平成２０年１２月期中間期における営業外費用及び特別損失の発生についての概要を説明するとともに、 近の業績動

向を踏まえ、平成 20 年 5 月 19 日に公表した、平成２０年１２月期中間期（連結・個別）及び通期（連結・個別）の業

績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 
１．営業外費用、特別損失の発生について 
  サブプライムローン問題等が引き金となった金融市場の混迷により、当社が保有する投資有価証券に多額の評価損

が発生し、営業外費用として 4 億 9 千 2 百万円、特別損失として 4 千 8 百万円を計上する予定でおります。 

 
２．平成 20 年 12 月期 中間業績予想の修正 
（１）連結（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日） 

                                  （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
前回予想 （A） 3,616 257 314 188 
今回修正 （B） 3,532 280 △199 △155 
増減額 （B－A） △84 23 △513 △343 

増減率  （％） △2.4％ 8.9％ ― ― 
（ご参考） 
前期(平成 19 年 12 月期中間実績)

4,517 314 399 267 

 
（２） 個別（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日） 

（単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
前回予想 （A） 3,608 261 316 190 
今回修正 （B） 3,521 289 △190 △150 
増減額 （B－A） △87 28 △506 △340 

増減率  （％） △2.4％ 9.7％ ― ― 
（ご参考） 
前期(平成 19 年 12 月期中間実績)

3,885 324 412 273 

 
 



（３）修正理由 
 売上高および営業利益につきましては、前回の業績予想の修正におきまして、バルブ事業における販売数量の減

少と売上原価率の上昇を見込んでおり、また販売費及び一般管理費の削減に努めたことにより、ほぼ予想した範囲

内で推移いたしました。しかし、金融市場の予期せぬ低迷により、営業外費用および特別損失にて投資有価証券評

価損を、それぞれ 492 百万円、48 百万円計上することにより、経常利益、中間純利益それぞれ△199 百万円（個

別△190 百万円）、△155 百万円（個別△150 百万円）となる見込みです。  

 
３．平成 20 年 12 月期 通期業績予想の修正 
（１）連結（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日）                        

（単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想 （A） 8,168 846 908 526 
今回修正 （B） 7,588 795 271 252 
増減額 （B－A） △580 △51 △637 △274 

増減率  （％） △7.1％ △6.0％ △70.2％ △52.1％ 
（ご参考） 
前期(平成 19年 12月期通期実績) 9,062 543 605 398 

 
（２）個別（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日）                        

（単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想 （A） 8,155 850 910 530 
今回修正 （B） 7,575 799 273 256 
増減額 （B－A） △580 △51 △637 △274 

増減率  （％） △7.1％ △6.0％ △70.0％ △51.7％ 
（ご参考） 
前期(平成 19年 12月期通期実績) 7,677 534 632 401 

 
（３）修正理由 

    下期は、売上高につきましては、バルブ事業におきまして製品の価格転嫁の効果が表われるものと予想してお 

ります。しかし、販売数量に関し、その回復が下期前半より回復すると予想しておりましたが、市場環境の低

迷により、下期後半にずれ込むものと思われますので、連結 7,588 百万円（個別 7,575 百万円）と見込んでお

ります。 

      売上原価におきましては、経費削減の効果が少しずつ実りつつあり、営業利益 795 百万円（個別 799 百万） 

となる見込みです。 

        経常利益につきましては、支払利息と為替差損の増加、また金融市場の混迷が当期末まで続くと予想される 

ため、投資有価証券の評価損を含め 271 百万円（個別 273 百万円）となる見込みです。なお、当期末までに 

投資有価証券の一部売却を予定しておりますので、特別利益の計上を含め、当期純利益 252 百万円（個別 256

百万円）となる見込みです。 

 

 【見通しに関する注意事項】 
     上記予想数値は、本資料の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、実際の業績は

今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

以  上      


