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平成 21 年３月期第２四半期累計期間及び通期の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 15 日に公表いたしました業績予想を下記の通り修正

いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

1. 平成 21 年３月期連結業績予想の修正 

(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） 

（金額単位：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

前回発表予想（Ａ） 6,400 △370 △370 △310 △17 円 52 銭

今回修正予想（Ｂ） 6,510 △375 △370 △275 △15 円 57 銭

増減額（Ｂ－Ａ） 110 △5 － 35 －

増減率（％） 1.7 △1.4 － － －

（ご参考）前年同期実績 

（平成 20 年３月期 

第２四半期累計期間） 

7,697 △133 △140 △122 △６円 90 銭

 

(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） 

（金額単位：百万円） 

 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） 18,400 140 100 100 ５円 65 銭

今回修正予想（Ｂ） 18,580 115 75 15 ０円 85 銭

増減額（Ｂ－Ａ） 180 △25 △25 △85 －

増減率（％） 1.0 △17.9 △25.0 △85.0 －

（ご参考）前年同期実績 

（平成 20 年３月期） 
19,082 475 491 372 21 円 04 銭

 

 

 

 



2. 平成 21 年３月期個別業績予想の修正 

(1) 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） 

（金額単位：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

前回発表予想（Ａ） 4,500 △130 △130 △80 △４円 52 銭

今回修正予想（Ｂ） 4,660 △245 △235 △170 △９円 59 銭

増減額（Ｂ－Ａ） 160 △115 △105 △90 －

増減率（％） 3.6 △88.5 △80.8 △112.5 －

（ご参考）前年同期実績 

（平成 20 年３月期 

第２四半期累計期間） 

5,096 △174 △162 △128 △７円 26 銭

 

(２) 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） 

（金額単位：百万円） 

 
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） 12,400 50 10 10 ０円 57 銭

今回修正予想（Ｂ） 12,910 50 10 △49 △２円 77 銭

増減額（Ｂ－Ａ） 510 － － △59 －

増減率（％） 4.1 － － － －

（ご参考）前年同期実績 

（平成 20 年３月期） 
12,993 253 282 152 ８円 62 銭

 

3. 業績予想の修正理由 

(1) 第２四半期累計期間 

    売上高につきましては、前期からの期ズレ等により、連結・個別共に若干上回る見込みであ

ります。営業利益、経常利益に関し、個別につきましては、下回る見込みでありますが、連結

につきましては、子会社の改善によりほぼ当初の予想通り推移する見込みであります。四半期

純利益につきましては、投資有価証券評価損の発生により、連結・個別共に当初予想を下回る

見込みとなりました。なお、投資有価証券評価損につきましては、平成 20 年 10 月２日開示い

たしました「平成 21 年３月期第２四半期末の投資有価証券評価損に関するお知らせ」をご参照

ください。（投資有価証券評価損計上額 62 百万円） 

(2) 通期 

    売上高につきましては、連結・個別共に増収の見込みとなるものの、原材料価格の高騰等の

厳しい経営環境が続くと見込まれるため、連結につきましては、営業利益、経常利益共に減益

となる見込みであります。当期純利益につきましても、第２四半期累計期間に発生した投資有

価証券評価損の影響により、減益となる見込みであります。なお、投資有価証券評価損につい

ては、期末日の時価により、特別損失の計上額が変動する場合、もしくは特別損失を計上しな

い場合があります。 

 

業績予想につきましては、現時点において入手している情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

以 上 


