
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） 

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） 

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) 

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） 

修正の理由 

（第２四半期累計期間）
 

 第２四半期累計期間の連結業績につきましては、ミニラボ店でのプリント需要全体は依然厳しい状況が継続する中、サブプライムローン

平成20年10月28日
各 位 

上場会社名 ノーリツ鋼機株式会社

代表者 代表取締役社長 兼 CEO 茶山 幸彦

（コード番号 7744）

問合せ先責任者 総務部 ゼネラルマネージャー 谷口 博則

（TEL 073-454-0307）

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5月13日に公表した業績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）

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

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 28,500 300 1,200 800 22.46

今回発表予想(B) 26,098 798 1,277 △610 △17.14

増減額(B-A) △2,401 498 77 △1,410 ―――

増減率(%) △8.4 166.1 6.4 ― ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期） 32,160 3,115 3,838 2,277 63.96

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) 55,800 1,600 3,000 2,300 64.58

今回発表予想(B) 49,200 △2,210 △1,070 △3,800 △106.70

増減額(B-A) △6,600 △3,810 △4,070 △6,100 ―――

増減率(%) △11.8 ― ― ― ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

62,633 4,190 4,887 2,126 59.70

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

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 19,700 △200 300 100 2.81

今回発表予想(B) 17,362 261 618 △886 △24.90

増減額(B-A) △2,337 461 318 △986 ―――

増減率(%) △11.9 ― 106.1 ― ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期）

21,661 2,589 2,996 1,593 44.74

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) 37,200 700 1,600 1,300 36.50

今回発表予想(B) 30,880 △1,310 △590 △2,280 △64.02

増減額(B-A) △6,320 △2,010 △2,190 △3,580 ―――

増減率(%) △17.0 ― ― ― ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

37,632 983 1,429 △1,009 △28.34



問題による米国発の金融不安が全世界に広まった為、当該マーケットにおける設備投資意欲が減退し、売上高が当初予想を下回りまし

た。 

 当累計期間の四半期純利益に関しましては、特別損失として代理店契約解除に伴う和解金４億５百万円、リーマンブラザーズ社破綻等

に伴う有価証券評価損約３億円を計上したことに加え、繰越税金資産の取崩し６億20百万円を実施したこと等により、甚だ遺憾ながら連

結では６億10百万円、個別では８億86百万円に至る累計期間の四半期純損失となりました。 

 

（通期業績予想） 

 通期の業績予想に関しては、連結・個別共に、第２四半期累計期間中の外部環境が改善される見込が薄く、足元では急激な円高が進

行していることから、ミニラボ店の設備投資意欲は更に冷え込み、売上は低調にならざるを得ないと見込んでいます。 

その結果利益面では、営業利益・経常利益・当期純利益共、大幅な赤字計上を余儀なくされる見通しです。 

  

 

業績予想に関する注意事項  

 この資料に記載されている予想金額は、現時点で入手可能な情報を基にした見通しを前提としております。従いまして、実際の金額は、

この資料に記載されている予想とは異なる場合がありますことをご承知おき願います。  

  
以 上
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