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平成 21 年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び 

通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成20年７月29日付け「平成21年３月期第１四半期決算短信」にて発表しました連結業績予想および平成

20年５月９日付け「平成20年３月決算短信」にて発表いたしました個別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等 

(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） 

                                        （単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

1 株当り 

四半期純利益

前回予想（Ａ） 4,413 316 308 178 92 円 12 銭

今回予想（Ｂ） 4,121 209 202 100 49 円 74 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △292 △107 △106 △78 ―

増減率 △6.6％ △33.9％ △34.4％ △43.8％ ―
前期実績（平成 20 年３月期第２四半期） 3,774 233 228 125 ―

（注）平成 20 年 6月 20 日払込による第三者割当増資（150,000 株の新株発行）を行っております。 

 

（２）修正理由 

当業界における平成 20 年８月の情報サービス業の売上高は、経済産業省より発表された「特定サー

ビス産業動態統計」によると、前年同月比 2.9％増となり、８か月連続の増加となるなど堅調に推移し

ております。このような状況のなか、自動車関連製造業や工作機械メーカーなどを中心とした主要顧客

からの受注が順調に推移しましたが、ＳＩサービス業務において当初第２四半期中に検収完了を予定し

ていた案件の検収時期が第３四半期以降（下期）にずれ込んだことや子会社におけるパッケージ販売事

業が伸び悩んだことなどから売上高は予想より292百万円減少し4,121百万円となる見込みであります。

また、営業利益においてはプロジェクトの管理強化にもかかわらず新入社員の増加による技術力の低下

により一部の案件においてトラブルの発生による納期遅延等により追加製造費用の発生を余儀なくさ

れたケースもありました。また、子会社単独では売上高の減少から営業利益は当初見込みに比べ 33 百

万円減少する見込みであります。この結果、第２四半期連結累計期間の営業利益は予想より 107 百万円

減少し 209 百万円となり、経常利益は予想より 106 百万円減少し 202 百万円となる見込みであります。

四半期純利益は、営業利益、経常利益とも予想を下回ったことにより予想より 78 百万円減少し 100 百

万円となる見通しであります。 

 

 

 

 



（３） 通期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

                                        （単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当り 

当期純利益

前回予想（Ａ） 8,937 664 649 384 198円 21銭

今回予想（Ｂ） 8,974 588 574 336 163円 66銭

増減額（Ｂ－Ａ） 37 △76 △75 △48 ―

増減率 0.4％ △11.4％ △11.6％ △12.5％ ―
前期実績（平成 20 年３月期） 8,007 574 562 223 ―

 

（４）修正理由 

下期におきましては、受注環境は上期に引き続き良好に推移すると見込んでおります。具体的には、

平成 20 年６月に事業連携の強化を目的に当社の大口取引先２社に対して第三者割当増資を実施したこ

とによりこの割当先からの受注量の増加を見込んでおります。このことから、通期の売上予想は 37 百

万円増加し 8,974 百万円となる見込みであります。また、営業利益、経常利益におきましては、１．（２）

と同様の理由により、それぞれ営業利益は予想より 76 百万円減少し 588 百万円、経常利益は予想より

75 百万円減少し 574 百万円となる見込みであります。通期の当期純利益におきましては１．（２）と同

様の理由により予想より減少し 336 百万円となる見込みであります。 

２．平成 21 年３月期 個別業績予想の修正等 

(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） 

（単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

1 株当り 

四半期純利益

前回予想（Ａ） 4,006 326 318 189 97 円 45 銭

今回予想（Ｂ） 3,812 252 245 144 71 円 14 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △194 △74 △73 △45 ―

増減率 △4.8％ △22.7％ △23.0％ △23.8％ ―
前期実績（平成 20 年３月期第２四半期） 3,396 254 248 140 ―

 

(２)修正理由 

連結の修正理由１．（２）と同様であります。 

 

(３) 通期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当り 

当期純利益

前回予想（Ａ） 8,087 663 648 385 198円 56銭

今回予想（Ｂ） 8,244 586 572 336 163円 78銭

増減額（Ｂ－Ａ） 157 △77 △76 △49 ―

増減率 1.9％ △11.6％ △11.7％ △12.7％ ―
前期実績（平成 20 年３月期） 7,213 575 562 324 ―

 

(４)修正理由 

連結の修正理由１．（４）と同様であります。 

 

※業績予想につきましては、平成 20 年 10 月 21 日現在の入手可能な情報に基づき作成したものであり、

予想につきましては、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異

なる場合があります。 

 

以   上 


