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業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 20年 5月 19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）第２四半期
累計期間および通期の業績予想並びに配当予想を、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．平成21年 3月期第2四半期累計期間業績予想数値と実績値との差異（平成 20年 4月 1日 ～ 平成 20年 9月 30日）

（１）単　独

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)
（平成 20年 5月 19日 発表）

11,000 △ 600 △ 550 △ 800 △ 7.95

実績値(Ｂ) 9,695 △ 742 △ 697 △ 702 △ 6.98

増減額(Ｂ－Ａ) △ 1,305 △ 142 △ 147 98 0.97

増減率 △ 11.8 ―　 ―　 ―　 ―　

（ご参考）　前期第２四半期実績
（平成20年 3月期第２四半期）

11,333 △ 426 △ 433 △ 139 △ 1.38

（２）連　結

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)
（平成 20年 5月 19日 発表）

17,000 △ 700 △ 700 △ 1,000 △ 9.93

実績値(Ｂ) 15,249 △ 1,054 △ 1,032 △ 1,137 △ 11.31

増減額(Ｂ－Ａ) △ 1,751 △ 354 △ 332 △ 137 △ 1.38

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）

16,426 △ 503 △ 637 1,067 10.60

２．平成21年 3月期通期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）単　独

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)
（平成 20年 5月 19日 発表）

24,500 100 300 0 0.00

今回修正予想(Ｂ) 20,800 △ 700 △ 650 △ 700 △ 6.96

増減額(Ｂ－Ａ) △ 3,700 △ 800 △ 950 △ 700 △ 6.96

増減率 △ 15.1 ―　 ―　 ―　 ―　

（ご参考）　前期実績
（平成20年 3月期）

22,933 △ 480 △ 460 49 0.49
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（２）連　結

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)
（平成 20年 5月 19日 発表）

36,500 200 200 △ 200 △ 1.98

今回修正予想(Ｂ) 35,000 △ 900 △ 900 △ 1,050 △ 10.44

増減額(Ｂ－Ａ) △ 1,500 △ 1,100 △ 1,100 △ 850 △ 8.46

増減率 △ 4.1 ―　 ―　 ―　 ―　

（ご参考）　前期実績
（平成20年 3月期）

33,834 △ 607 △ 830 1,008 10.02

２．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

（２）平成21年 3月期通期業績予想数値

３．配当予想の修正の理由    

　

基準日 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

前回発表予想
（平成 20年 5月 19日 発表）

―　　 ―　　 ―　　 未定 未定 

今回修正予想 ―　　 ―　　 ―　　 0.0 0.0

当期実績 ―　　 0.0 ―　　 ―　　 ―　　

（ご参考）　前期実績
（平成20年 3月期）

―　　 0.0 ―　　 0.0 0.0

以上 　
＜業績予想に関する注意事項＞

1株当たり配当金（円）

　当資料に記載されている業績見通しおよび将来の予想に関する記述は、当社および当社グループにおいて現時点で入手可能な情報
に基づいて判断したものであり、実際の業績につきましては、さまざまな要素により、これら業績予想と大きく異なる結果となる可
能性があることをご承知おき下さい。

　中小型オフィスコミュニケーションシステムの国内市場における需要低迷と、景気の大幅な減速状況は当期後半も続くものと
想定されます。更に、米国経済の回復も見込みが立たない中で、当社は、主力の情報通信部門において当第2四半期累計期
間に新たに市場投入した国内、海外の新製品の売上拡大、本年８月にメディアコンフォート㈱を新たに連結子会社として加えた
ことによる増収効果、を織り込むものの、連結売上高は、前回見通し比１５億円減の３５０億円となる見込みであります。
　利益面につきましては、本年１０月からの営業体制のグループ内再編成により効率化を進めるほか、原価低減および固定費
の圧縮を強力に推進いたしておりますが、売上高の減少とこれに伴う生産系子会社の損益悪化により、連結営業損益は９億円
の損失（前回見通し２億円の利益）、連結経常損益は９億円の損失（前回見通し２億円の利益）、連結当期純損益は１０億５千
万円の損失（前回見通し２億円の損失）となる見込みであります。
　尚、単独の業績見通しは、売上高は、本年１０月実施の営業体制の再編成による影響額を織り込んだことも含め、前回見通し
比３７億円減の２０８億円、営業損益は７億円の損失（前回見通し１億円の利益）、経常損益は６億５千万円の損失（前回見通し
３億円の利益）、当期純損益は７億円の損失（前回見通し０億円）となる見込みであります。

　世界的な株安、金融不安と、国内景気の減速傾向で推移する中、当第2四半期累計期間におきまして、主力の中小型オフィ
スコミュニケーションシステムの需要は依然として回復せず、国内、米国共に売上高は減少し、連結売上高は、前回見通し比１
７億５千１百万円減の１５２億４千９百万円となりました。連結利益につきましては、原価抑制、諸経費の圧縮に努めましたもの
の、売上高減少による生産系子会社と米国販売子会社の損益悪化もあり、営業損益は１０億５千４百万円の損失（前回見通し
７億円の損失）、経常損益は１０億３千２百万円の損失（前回見通し７億円の損失）、四半期純損益は１１億３千７百万円の損失
（前回見通し１０億円の損失）となりました。

　上記の業績予想修正に伴い、誠に遺憾ではございますが、前回未定としておりました平成21年3月期（平成20年4月1日～平成
21年3月31日）の期末配当を、見送らせていただくことといたしましたのでお知らせします。
　株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
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