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子会社の業績予想の修正等に関するお知らせ 

 

当社子会社である株式会社 ポラテクノが、本日「業績予想の修正に関するお知らせ」および

「特別損失の計上に関するお知らせ」を公表しましたのでお知らせいたします。 

なお、本件による当社の連結業績予想の変更はありません。 

 
以上 



平成21年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

平成21年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日) 

平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

平成20年9月29日
各 位 

上場会社名 株式会社 ポラテクノ

代表者 代表取締役社長 福島 良昭

（コード番号 4239）

問合せ先責任者 取締役常務執行役員 安藤 誠

（TEL 0255-78-4700）

業績予想の修正に関するお知らせ 

近の業績動向を踏まえ、平成20年8月11日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

 

記 

（金額の単位：百万円）

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

前回発表予想(A) 11,236 1,561 1,357 551 2,023.87

今回発表予想(B) 11,236 1,561 1,248 270 991.73

増減額(B-A) 0 0 △109 △281 ―――

増減率(%) 0.0 0.0 △8.0 △51.0 ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期）

11,305 1,329 981 481 1,767.09

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) 23,132 2,186 1,496 570 2,093.66

今回発表予想(B) 23,668 3,142 2,825 1,073 3,941.23

増減額(B-A) 536 956 1,329 503 ―――

増減率(%) 2.3 43.7 88.8 88.2 ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

21,963 2,078 1,460 620 2,279.30

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

前回発表予想(A) 9,810 785 1,226 657 2,413.22

今回発表予想(B) 9,810 785 1,073 △694 △2,549.12

増減額(B-A) 0 0 △153 △1,351 ―――

増減率(%) 0.0 0.0 △12.5 ― ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期）

9,611 969 1,599 1,157 4,250.40

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) 20,614 1,307 1,550 880 3,232.32

今回発表予想(B) 20,455 1,114 1,440 △481 △1,766.75

増減額(B-A) △159 △193 △110 △1,361 ―――

増減率(%) △0.8 △14.8 △7.1 ― ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

19,134 1,545 1,816 1,233 4,530.97



修正の理由 

（個別）
 

 第2四半期累計期間の業績予想につきましては、売上高及び営業利益は前回予想通りと見込んでおります。営業外損益に関しまして

は、 近の為替相場の動向を踏まえ、前回(平成20年8月11日)発表予想の際の評価レート1米ドル＝106.42円、1ユーロ＝168.07円を1米ド

ル＝105円、1ユーロ=150円に見直し、為替差益を縮小いたしました。また、特別損益に関しましては、本日発表いたしました「特別損失の

計上に関するお知らせ」に記載のとおり、台湾の持分法適用関連会社である晶威光電(股)有限公司に関わる投資有価証券評価損2,028

百万円を計上いたします。 

 通期の売上高に関しましては、車載用LCD向け偏光フィルムの販売が依然好調であり、また無機偏光板ProFluxのフロントプロジェクター

への用途転換も順調に推移しておりますが、ProFlux以外のプロジェクタ部材の販売は減少しており、売上高としては微減となる見込みで

す。売上原価に関しましては、加工費の節減が進んでおりますが、前回予想と比べ光学部材の歩留まり悪化と棚卸資産の評価損が増加

する見通しです。販売費及び一般管理費に関しましては、大きな変動はなく、通期の営業利益は前回予想を下回る見込みです。 

 この結果、通期の当期純利益は前回予想に比べ、1,361百万円減の当期純損失481百万円となる見込みです。 

 

（連結） 

 第2四半期累計期間の業績予想につきましては、 近の為替相場の動向を踏まえた営業外損益の見直しと、持分法適用関連会社であ

る晶威光電(股)有限公司に関わる特別損失824百万円の計上を行いましたが、売上高及び営業利益は前回予想通りと見込んでおりま

す。 

 通期の売上高に関しましては、前回予想をやや上回る見込みです。米国子会社のモクステック, Inc.ではX線分析装置部材の販売が好

調に推移いたします。あわせて、個別業績での記載にあるように、無機偏光板ProFluxの販売も増加しております。また、オランダ子会社

のデジマテック B.V.では新工場の一部が稼動し、特殊位相差フィルムTwistarの生産・販売の増加を見込み、中国子会社の無錫宝来光学

科技有限公司でもプロジェクタ部材の販売の拡大を見込んでおります。 

 利益面では、上記のモクステック, Inc.において、歩留まりの向上と生産量の増大により売上原価率が低下し、営業利益が大きく拡大し、

通期の連結営業利益は大幅に増加する見込みです。 

 経常利益においては、前回予想において第3四半期累計期間以後に見込んでいた晶威光電(股)有限公司に関わる持分法損失が、今回

の投資有価証券の評価損により発生しないこととなったため、営業外費用が減少します。 

 この結果、通期の当期純利益は前回予想に比べ503百万円増の1,073百万円となる見込みです。 

  
以 上



                           
平成 20 年 9 月 29 日 

各      位 
会 社 名 株 式 会 社  ポ ラ テ ク ノ

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 福島 良昭

 （コード番号：4239）
問合せ先 取締役常務執行役員 安藤  誠

 （TEL. 0255－78－4700）

 

特別損失の計上に関するお知らせ 

当社は、平成21年3月期第2四半期累計期間末に、下記のとおり特別損失を計上いたしますので

お知らせいたします。 

記 

 

１．特別損失の内容と金額 

  当社の持分法適用関連会社である晶威光電股份有限公司（英文名：Skypola Optronics Corp.）
に対する投資有価証券評価損を計上いたします。 

同社が一部従業員の解雇を含む事業運営規模の縮小を決定したことにともない、同社株式価

値の短期的な回復の可能性は低いと判断し、帳簿価額を備忘価額まで減額するものです。 

連結財務諸表においては累積損失が既に持分法損失として認識されているため、特別損失の

金額は 824 百万円となります。また、個別財務諸表においては過年度において持分法損失を計

上していないため、特別損失の金額は 2,028 百万円となります。 

 

２．理由 

  同社は、当社が台湾ベンチャーキャピタルとの間で平成 16 年 12 月に設立した合弁会社であ

り、当社は 33.4%出資しております。 

世界的な LCD パネルの生産拠点である台湾の高雄市に偏光フィルムの一貫生産工場を建設

し、当社とは事業領域の重複しない TV や PC モニター向け大型 LCD 用偏光フィルムを生産・

販売することを目的に、同社は設立されました。 

平成 18 年春の操業開始以来、大型 LCD 用偏光フィルムの量産技術の早期確立を目指す一方、

LCD パネルメーカーに対する営業活動を並行して進めてまいりました。しかしながら、大型

LCD 用偏光フィルムの価格は、大型 LCD 製品価格の大幅な下落に伴い、当初想定をはるかに

超えるペースで下落を続けており、偏光フィルム事業の採算性が見込めない状況にあります。 

このような状況に鑑み、同社では本日開催の董事会（取締役会）において、一部従業員の解

雇を含む事業運営規模の縮小を決定いたしました。 

 

３．当社業績への影響 

当社業績への影響につきましては、本日（平成 20 年 9 月 29 日）発表の「業績予想の修正に

関するお知らせ」に記載のとおりです。 

 
以 上 
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