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

４月 25 日付 当社「平成 20 年３月期 決算短信」にて発表いたしました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 

前回予想 （Ａ） 76,000 2,300 2,200 1,700 

今回修正 （Ｂ） 74,000 3,200 3,300 2,500 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △2,000 900 1,100 800 

増 減 率  △2.6％ 39.1％ 50.0％ 47.1％

 （２）修正理由 

 売上高につきましては、原油価格高騰の影響により生産台数が軟調に推移したことなど

によって全所在地別セグメントにおいて計画をやや下回る見込みです。 

 営業利益につきましては、後記２．平成 21 年３月期 個別業績予想の修正等 （１）第

２四半期累計期間に記載のとおり、日本においては計画を下回る見込みです。北米におい

ては鉄鉱石価格の高騰などから鉄スクラップ市況が急騰し、当社子会社の生産過程で生じ

る鉄スクラップの売却単価が想定以上であったことなどから計画を上回る見込みです。ま

た、アジアにおいては、中国地域で大型車の需要が根強く、モデルミックスの悪化が軽微

にとどまり計画を上回る見込みです。これらを主な要因として、営業利益は予想を上回る

見込みです。 

 経常利益、四半期純利益につきましてはともに、営業利益の修正理由を主な要因として

それぞれ予想を上回る見込みです。 



 （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 

前回予想 （Ａ） 153,000 5,100 5,000 3,900 

今回修正 （Ｂ） 156,000 4,700 4,700 4,200 

増 減 額（Ｂ－Ａ） 3,000 △400 △300 300 

増 減 率  2.0％ △7.8％ △6.0％ 7.7％

 （４）修正理由 

 売上高につきましては、サブプライムローン問題に端を発した信用収縮により世界経済

の落ち込みが懸念されるなか、北米においては、自動車販売台数の前年割れを見込まざる

を得ず同地域における計画を引き下げましたが、アジアにおいては、大型車需要の継続と

新型車効果による販売増加が見込まれることから、全体では計画を引き上げました。 

 営業利益及び経常利益につきましては、後記２．平成 21 年３月期 個別業績予想の修正

等 （３）通期に記載のとおり、日本における計画を引き下げました。また、北米におい

ては、鉄スクラップの市況価格が急落し、足元では当初の計画単価までも大きく下回る状

態となっておりますが、現在の経済情勢下ではこのマイナスの解消が困難なことが予想さ

れ、これが下半期の多額なコスト増加の要因となることを見込まざるを得ません。これに

加えて、モデルミックスの悪化を勘案し、計画を引き下げました。アジアにおいては、販

売増加による利益効果を見込んでいますが、日本と北米の落ち込みを補いきれず、全体で

は計画を引き下げました。 

 当期純利益につきましては、日本における所得の減少と税額控除額拡大により、法人税、

住民税及び事業税の減少が見込まれることから、計画を引き上げました。 

 （５）ご参考：前期の実績（平成 19 年４月１日～平成 20 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 

第２四半期 80,944 3,449 3,595 2,437 

通   期 158,042 6,549 6,631 4,325 

 

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 

前回予想 （Ａ） 31,200 600 900 500 

今回修正 （Ｂ） 30,000 20 500 300 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △1,200 △580 △400 △200 

増 減 率  △3.8％ △96.7％ △44.4％ △40.0％

 （２）修正理由 

売上高につきましては、ガソリン価格の急騰がユーザーの小型車シフトや買い控えを促

したことなどから、小型車の生産が好調だった一方、大型車が減少し全体で予想を下回る

見込みです。 

 営業利益につきましては、売上高減少とモデルミックスの悪化に加え、当社の主要材料



である鋼材の価格決定に至る中で、当社の生産過程で生じる鉄スクラップの扱いに変更が

生じたために製造原価が増加することとなり、これらの結果、予想を下回る見込みです。 

 経常利益につきましては、海外からのロイヤリティ収入や受取配当金の増加を見込むも

のの、営業利益減少の影響が大きく、予想を下回る見込みです。 

四半期純利益につきましては、営業利益、経常利益の修正理由を主な要因として予想を

下回る見込みです。 

 （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 

前回予想 （Ａ） 64,200 1,500 2,300 1,500 

今回修正 （Ｂ） 67,000 700 1,400 1,100 

増 減 額（Ｂ－Ａ） 2,800 △800 △900 △400 

増 減 率  4.4％ △53.3％ △39.1％ △26.7％

 （４）修正理由 

売上高につきましては、下半期に発売予定の新型車効果とガソリン価格低下による自動

車需要の増加を見込み、計画を引き上げました。 

営業利益につきましては、売上高増加の効果はあるものの、第２四半期累計期間の業績

と鉄スクラップの市況価格の落ち込みにより当社の売却単価が計画比でマイナスであるこ

となどを勘案し、計画を引き下げました。 

経常利益、当期純利益につきましては、営業利益の修正理由を主な要因として計画を引

き下げました。 

 （５）ご参考：前期の実績（平成 19 年４月１日～平成 20 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 

第２四半期 35,088 1,399 1,743 978 

通   期 68,718 2,088 3,016 1,657 

 

 

※ 上記の予想は、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ます。 

  実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 

以上 


