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　最近の業績の動向を踏まえ、 2008年7月11日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。

１．連結業績予想の修正

(1)　2009年 2月期中間連結業績予想数値の修正（2008年 3月 1日 ～ 2008年 8月 31日）
（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) 5,946 391 310 156 8      85

今回発表予想(Ｂ) 5,765 339 256 81 4      63

増減額(Ｂ－Ａ) △181 △52 △54 △75 ――

増減率(％） △3.0 △13.3 △17.4 △48.1 ――

（ご参考）前期実績
（2008年２月期中間）

7,998 1,035 1,065 728 41      29

(2)　2009年 2月期通期連結業績予想数値の修正（2008年 3月 1日 ～ 2009年 2月 28日）
（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) 12,347 1,117 970 564 32 　   00

今回発表予想(Ｂ) 10,488 507 380 103 5      86

増減額(Ｂ－Ａ) △1,859 △610 △590 △461 ――

増減率（％） △15.1 △54.6 △60.8 △81.7 ――
（ご参考）前期実績
（2008年２月期）

13,569 1,829 1,806 1,298 73      62

２．個別業績予想の修正
(1)　2009年 2月期中間個別業績予想数値の修正（2008年 3月 1日 ～ 2008年 8月 31日）

（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) 2,700 184 130 76 4      33

今回発表予想(Ｂ) 2,347 128 103 56 3      22

増減額(Ｂ－Ａ) △353 △56 △27 △20 ――

増減率（％） △13.1 △30.4 △20.8 △26.3 ――

（ご参考）前期実績
（2008年２月期中間）

5,288 640 624 377 21      39

記

2009年 2月期（連結・個別）中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ



(2)　2009年 2月期通期個別業績予想数値の修正（2008年 3月 1日 ～ 2009年 2月 28日）
（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) 7,000 611 506 297 16      84

今回発表予想(Ｂ) 5,100 233 161 81 4      64

増減額(Ｂ－Ａ) △1,900 △378 △345 △216 ――

増減率（％） △27.1 △61.9 △68.2 △72.7 ――

（ご参考）前期実績
（2008年２月期）

9,716 1,277 1,243 726 41      17

３．修正の理由
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中間業績予想につきましては、韓国における液晶関係の積極的な設備投資が継続する中で韓国子
会社におけるガラス基板搬送装置の受注、売上高が好調に推移しておりますが、ウエハ搬送機に
つきましては、市場でのＤＲＡＭやフラッシュメモリなどの価格下落が一段と進み、半導体設備
投資の減少傾向が一層強まっております。特に、当社個別の業績予想に見込んでおりましたウエ
ハ搬送装置（ウエハソータやＥＦＥＭなど）の受注につきまして、客先の設備投資計画の変更・
延期等の影響を受けて減少したことにより、７月及び８月の売上高におきましても前回予想以上
に減少することとなりました。このような主力製品の売上高減少に伴い、利益面でも一層厳しい
状況となり営業利益、経常利益、中間純利益が前回予想を下回るため、連結及び個別の中間業績
予想を修正いたします。
通期業績予想につきましても、韓国子会社での液晶ガラス基板搬送装置の受注及び売上高は好調
に推移する見通しですが、主力製品のウエハ搬送装置については、上半期と同様に国内、米国、
台湾、韓国等の各市場における受注は厳しい状況が続くものと思われ、売上高の減少が予想され
ます。また、利益面につきましても、売上の減少予想に伴う固定費割合の増加やベトナム生産子
会社における生産量の減少による影響等により前回予想を下回るものと予想しております。加え
て最近の米国を中心とした世界経済情勢の悪化と国内景気の減速によって半導体設備投資はより
一層厳しさを増すものと思われます。こうした状況を勘案し、連結及び個別の業績予想を修正い
たします。
なお、配当予想につきましても、今回の業績予想の修正に伴い、本日公表いたしました｢2009年2
月期 配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当期の１株当たり配当予想につきましては、
当初の年10円から年２円に修正いたします。

　上記の業績予想は、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予想数値と異なる可能性があります。


