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業績予想の修正および特別損益の発生ならびに繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ 

 

Ⅰ．業績予想の修正 

平成 20年 5月 21日に公表した平成 21年 3月期（平成 20年 4月 1日～平成21年 3月 31日）の第２四

半期および通期の業績予想を下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。 

 

１．平成 21年 3月期第 2四半期の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） 

(1)個別業績予想数値                                                 （単位：百万円）        

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想  （Ａ） 38,600 △670 △750 △240

今回修正予想  （Ｂ） 43,876 △978 △925 △6,282

増減額 （Ｂ－Ａ） 5,276 △308 △175 △6,042

増減率  （％） 13.7 ― ― ―

(ご参考)前期第 2四半期実績 52,914 △1,674 △1,480 △1,151

 (2) 連結業績予想数値                          （単位：百万円）        

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想  （Ａ） 57,000 △300 100 100

今回修正予想  （Ｂ） 60,560 △297 161 △5,787

増減額 （Ｂ－Ａ） 3,560 3 61 △5,887

増減率  （％） 6.2 ― 61.1 △5,887.4

(ご参考)前期第 2四半期実績 66,155 △2,591 △1,691 △1,472

 

 

２．平成 21年 3月期通期の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） 

(1) 個別業績予想数値                           （単位：百万円）        

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想  （Ａ） 114,200 170 10 120

今回修正予想  （Ｂ） 105,090 337 567 △4,863

増減額 （Ｂ－Ａ） △9,110 167 557 △4,983

増減率  （％） △8.0 98.2 5,570.0 △4,152.5

(ご参考)前期実績 121,527 △1,427 △1,413 △1,326

 (2) 連結業績予想数値                          （単位：百万円）        

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想  （Ａ） 165,000 900 1,800 1,100

今回修正予想  （Ｂ） 148,836 1,117 1,936 △4,445

増減額 （Ｂ－Ａ） △16,164 217 136 △5,545

増減率  （％） △9.8 24.1 7.6 △504.1

(ご参考)前期実績 163,246 △1,649 △301 △647

 

 



３． 修正の理由 

  (1) 平成 21年 3月期第 2四半期の業績予想数値の修正の理由 

①個別の業績予想の修正 

     第 2四半期の売上高は、前回予想に比べて52億円上回る見込みでありますが、工事損失引当

金 5 億円を計上したこと等により完成工事総利益が減少したため営業損失が 3 億円増加し 9.7

億円になる見込みであります。経常損失については受取利息配当金の増加等により営業外収支

が 1.3 億円改善する見込みですが営業損失の増加により 1.7 億円増加となり 9.2 億円となる見

込みです。また第 2 四半期において繰延税金資産 52 億円を全額取崩すため当期純損失は 60.4

億円増加して62.8 億円となる見込みです。 

 

②連結業績予想の修正理由 

     第 2四半期の連結業績予想の修正につきましては、個別業績の修正に伴い行うものでありま 

す。 

 

(2) 平成 21年 3月期通期の業績予想数値の修正の理由 

 ①個別の業績予想の修正 

   通期の売上高は、前回予想に比べて 91億円下回る見込みでありますが、海外工事の設計変更

増額や希望退職による人件費削減等により営業利益については 1.6 億円の増の 3.3 億円、経常

利益につきましては、受取利息配当金の増加等により 5.5 億円の増の 5.6 億円となる見込みで

す。当期純利益につきましては、希望退職に伴う特別加算金等で 10 億円の特別損失を計上し、

保有資産の売却で 10億円の特別利益を計上する見込みですが、第2四半期において繰延税金資

産 52億円を取崩すため、48.6 億円の当期純損失となる見込みであります。 

    

②連結業績予想の修正理由 

     通期の連結業績予想の修正につきましては、個別業績の修正に伴い行うものであります。 

  

 ４．期末配当金につきましては、１株につき普通配当２円とする予定です。 

 

 ５．役員報酬の返上 

   今回の繰延税金資産の取崩しによる大幅な業績修正の結果を真摯に受け止め、１月から取締役お

よび執行役員全員の報酬（6ヶ月間、10％～20％）を返上することといたします。 

 

 

Ⅱ．特別損益の発生について 

   通期において下記のとおり特別損益が発生する見込みとなりましたのでお知らせします。 

 

 １．希望退職者募集に伴う特別加算金等について 

   本日別途開示しております希望退職者募集に伴う特別加算金等を、特別損失として 10億円計上す 

る見通しであります。 

  

 ２．保有資産の売却について 

   当社の保有資産について、工場跡地等の遊休資産の売却をおこなうことにより特別利益10億円を

計上する見通しであります。 

 

Ⅲ．繰延税金資産の取崩しについて 

   繰延税金資産の回収の可能性を慎重に検討した結果、第２四半期末において繰延税金資産 52億円

を全額取崩すことといたしました。 

以  上 

 

※上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々

な要因により予想数値と異なる可能性があります。 


