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業績予想の修正に関するお知らせ 
 

最近の業績動向を踏まえ、平成20年7月25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。 

 

記 

（金額の単位：百万円） 

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） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想 (A) 

百万円

3,063

百万円

△289

百万円 

△322 

百万円

△790

今回修正予想 (B) 3,352 △152 △180 △742

増減額 (B-A) 289 136 142 48

増減率 (%) 9.4 ― ― ― 

(ご参考)前期第 2四半期実績 

(平成 20 年 3 月期 第 2四半期) 
2,519 △508 △542 △325

 

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） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想 (A) 

百万円

2,991

百万円

△284

百万円 

△306 

百万円

△782

今回修正予想 (B) 3,080 △217 △232 △771

増減額 (B-A) 89 67 73 11

増減率 (%) 3.0 ― ― ― 

(ご参考)前期第 2四半期実績 

(平成 20 年 3 月期 第 2四半期) 
2,300 △465 △490 △282

 

修正の理由 

（１）平成 21 年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想の修正理由 

売上高につきましては、前回予想 3,063 百万円より 289 百万円増（9.4％増）の 3,352 百万円に修正いたします。

当社グループのトータル・インテグレーション部門（システムの設計、施工、保守）において、前年度末までの受注

案件が順調に完成したことに加え、当第３四半期以降に売上予定していた案件のなかに、完成が早まり当第２四半期

連結累計期間に売上計上となるものがあり、当部門の計画に対し 202 百万円増と見込まれること。また、機器インテ

グレーション部門（機器販売）におきましては、高速インターネット関連機器および光関連機器の需要増が見られ、

計画に対し 86 百万円増となる見込みであることが主な修正理由です。 

利益面につきましては、売上高全体の伸びによるものと、トータル・インテグレーション部門において、施工効率

のアップによりコスト削減に努め、また、工事子会社では施工業務の内製化を進めるなどの効果が現れ、前回予想の

営業利益は△289 百万円から△152 百万円と、同経常利益は△322 百万円から△180 百万円と、四半期純利益は△790

百万円から△742 百万円と、それぞれ改善となる見込みであります。 

 

（２）平成 21 年３月期第２四半期累計期間個別業績予想の修正理由 

前記（１）の当第２四半期連結累計期間連結業績予想の修正理由における当社子会社に関する記述を除き、ほぼ同

様の理由より、売上高は 89 百万円増（3.0％増）の 3,080 百万円、営業利益は 67 百万円改善し△217 百万円、経常利

益は 73 百万円改善し△232 百万円、四半期純利益は 11 百万円改善し△771 百万円とそれぞれ修正いたします。 

 

 

 

 



（３）平成 21 年 3月期通期の業績予想（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日）について 

前記（１）、（２）のとおり、当社及び当社グループの業績につきましては順調に推移しており、特に利益面につき

ましては、通期においてもやや上振れが予想されますが、昨今の経済環境に不透明感があり、ケーブルテレビ市場の

動向に影響する可能性があること、また、期末までの受注状況を見極めるには時間を要することから、現在におきま

しては前回発表のままとさせていただきます。 

今後、業績修正の必要がある場合は速やかに開示いたします。 

 

ご参考までに、7月 25 日に発表した通期の予想値は以下のとおりとなっております。 

（金額の単位：百万円） 

平成 21 年 3月期通期連結業績予想数値（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 

前回発表予想 

百万円

9,283

百万円

207

百万円 

138 

百万円

△519

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年 3 月期) 
8,983 190 89 9

 

平成 21 年 3月期通期個別業績予想数値（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 

前回発表予想 

百万円

8,600

百万円

149

百万円 

100 

百万円

△552

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年 3 月期) 
8,359 167 87 16

 

（４）当社の業績について 

当社および当社グループの売上高は、通常の営業の形態として上半期と比べ下半期に完成する工事の割合が大きい

ため、上半期売上高と下半期売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節変動があります。 

ご参考までに平成 20 年 3月期の四半期ごとの実績は以下の表とおりとなっております。 

（金額の単位：百万円） 

 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期 通期 

売上高 717 1,802 1,805 4,659 8,983

営業利益 △ 383 △ 125 128 570 190

経常利益 △ 391 △ 151 107 524 89

 

※業績予想につきましては、現時点で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さまざまな不確

定要素がございますので、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 


