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平成 20 年 10 月 24 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

業績予想ならびに配当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８月１日に公表しました業績予想ならびに配当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） 

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 

１株当たり 

四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 15,700 130 90 △150 △7.91

今回修正予想（Ｂ） 14,080 △460 △290 △940 △49.54

増減額（Ｂ－Ａ） △1,620 △590 △380 △790 ――― 

増減率（％） △10.3 － － － ――― 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 20 年３月期第２四半期） 
18,573 314 266 △580 △30.59

 

２．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） 

 
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 

前回発表予想（Ａ） 32,800 660 560 60 3.16

今回修正予想（Ｂ） 26,800 △1,420 △1,270 △2,100 △110.68

増減額（Ｂ－Ａ） △6,000 △2,080 △1,830 △2,160 ――― 

増減率（％） △18.3 － － － ――― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年３月期） 
34,772 △448 △1,006 △3,353 △176.72

 

３．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 

１株当たり 

四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 8,200 △160 △180 △320 △16.86

今回修正予想（Ｂ） 7,320 △770 △430 △950 △50.07

増減額（Ｂ－Ａ） △880 △610 △250 △630 ――― 

増減率（％） △10.7 － － － ――― 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 20 年３月期第２四半期） 
8,944 25 104 △1,398 △73.70

 

４．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） 

 
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 

前回発表予想（Ａ） 17,400 △170 △230 △450 △23.72

今回修正予想（Ｂ） 14,400 △1,800 △1,500 △2,090 △110.15

増減額（Ｂ－Ａ） △3,000 △1,630 △1,270 △1,640 ――― 

増減率（％） △17.2 － － － ――― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年３月期） 
16,551 △634 △843 △5,052 △266.30
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５．業績予想修正の理由 

(1）平成 21 年３月期 第２四半期累計期間業績予想の修正理由 

（連結業績予想） 

売上高につきましては、第２四半期以降においても、主要顧客先である半導体関連の設備投資が予想を大きく下ぶれし、更

には携帯電話やデジタル家電製品向けコネクタ製品等の販売が予想を下回るなど、前回発表予想から大幅な減収となる14,080

百万円の見込みとなりました。 

利益面につきましては、半導体検査用ＩＣソケット製品やコネクタ製品等の販売低迷による減収に加えて、販売価格の下

落・原材料費や運送費などの上昇を、原価低減施策だけでは吸収しきれなかったことなどにより、営業利益は前回発表の営業

利益 130 百万円の予想から営業損失 460 百万円を計上する見込みとなりました。経常利益については営業利益の減少が響き、

経常損失 290 百万円、四半期純利益についても、投資有価証券の評価損や税効果会計処理による法人税等調整額の計上などに

より、940 百万円の損失となる見込みとなりました。 

 

（個別業績予想） 

連結業績予想と同様の理由により、個別業績予想についても修正致します。 

 

(2）平成 21 年３月期 通期業績予想の修正理由 

（連結業績予想） 

通期の業績予想につきましては、前回発表予想時に比して半導体関連投資環境は大幅に悪化し、且つ回復の傾向がありませ

ん。加えて、デジタル機器向け電子部品市場においては、個人消費の低迷からより厳しい状況が予想されるため、売上高は前

回発表予想から大幅に減少する見込みとなりました。 

また、利益面につきましても、原価低減などの諸施策は実行してまいりますが、大幅な減収に伴い減益となる見込みとなり

ました。 

 

（個別業績予想） 

連結業績予想と同様の理由により、個別業績予想についても修正致します。 

 

６．配当予想の修正 

１株当たり配当予想の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 １株当たり配当金（円） 

基 準 日 第２四半期末 期末 年間 

前回発表予想（平成 20 年８月１日） ０円 ３円 ３円 

今回修正予想 ０円 ０円 ０円 

（ご参考） 前期実績（平成 20 年３月期） ５円 ３円 ８円 

 

７．配当予想修正の理由 

当社は、長期的な視点から安定配当の継続を重視し、企業体質の強化や将来の事業展開に備えるための内部留保の充実を基本方

針としております。しかしながら、平成 21 年３月期の配当金につきましては、今回の業績予想修正に伴い、当期純損失を計上す

る見込みとなりましたことから、誠に遺憾ではありますが、当期末の配当予想を１株につき３円配当から無配へと修正させていた

だきたく存じます。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

以上 


