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関係会社株式評価損の計上及びのれんの減損損失の計上 

                     並びに平成 21 年３月期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

当社が保有する関係会社株式のうち、実質価額が著しく下落したものについて、平成 21 年３月期第３四

半期の個別決算において、下記の通り、関係会社株式評価損を特別損失として計上することとなりました。

また、平成 21 年３月期第３四半期の連結決算において、のれんの減損損失４億 29 百万円を特別損失とし

て計上することとなりましたのでお知らせいたします。 

また、 近の業績の動向を踏まえ、平成 20 年 11 月 14 日に公表いたしました平成 21 年３月期（平成 20

年４月１日～平成 21 年３月 31 日）の通期業績予想を、下記の通り修正することとなりましたのでお知ら

せいたします。 

記 

１． 平成 21 年３月期第３四半期の関係会社株式評価損等の総額 

 

 単体 連結 

(Ａ)平成 21 年３月期第３四半期会計期間（平成 20 年４月１日から平

成 20 年 12 月 31 日まで）の関係会社株式評価損等の総額（＝イ

－ロ） 

 576 百万円 429 百万円

 

(イ)平成 21 年３月期第３四半期累計期間（平成 20 年４月１日か

ら平成 20 年 12 月 31 日まで）の関係会社株式評価損等の総

額 

576 百万円 429 百万円

 

(ロ)直前四半期（平成 20 年３月期第 1－2 四半期）累計期間（平

成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年９月 30 日まで）の関係会社

株式評価損等の総額 

0 円 0円

 （注）１．当社の第３四半期期末は、12 月 31 日であります。 

   ２．四半期における関係会社株式の減損処理にあたっては、切放し方式を採用しております。 

 
○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合 
 

 単体 連結 

(Ｂ)平成 20 年３月期末の純資産額   3,401 百万円 5,035 百万円 

 （Ａ／Ｂ×１００） 16.9％ 8.5％ 

 （イ／Ｂ×１００） 16.9％ 8.5％ 

(Ｃ) 近５事業年度の経常利益の平均額 201 百万円 ※     464 百万円 

 （Ａ／Ｃ×１００） 286.5％      92.4％ 

 （イ／Ｃ×１００） 286.5％       92.4％ 

(Ｄ) 近５事業年度の当期純利益の平均額 119 百万円 ※     337 百万円 

 （Ａ／Ｄ×１００） 484.0％      127.2％ 

 （イ／Ｄ×１００） 484.0％      127.2％  

※連結の経常利益・純利益の平均額につきましては、データ公開後過去 2年の平均値であります。 

 



２．平成 21 年３月期 連結業績予想の修正（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 1株当たり 

当期純利益 

前回発表予想(Ａ) 31,500 250 △200 △250 △17.89 

今回発表予想(Ｂ) 26,700 △100 △500 △1,014 △72.56 

増減額(Ｂ－Ａ) △4,800 △350 △300 △764 －  

増減率(％) △15.2 － － －  －  

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年 3月期) 

32,994 77  8 △988 △70.72 

 

３．平成 21 年３月期 個別業績予想の修正(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 1株当たり 

当期純利益 

前回発表予想(Ａ)  15,500 △150 250 140 10.02 

今回発表予想(Ｂ) 14,300 △200 120 △458 △32.77 

増減額(Ｂ－Ａ) △1,200 △50 △130 △598 － 

増減率(％) △7.7 － △52.0 － － 

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年 3月期) 

17,882 △436 △97 △970 △69.43 

 
４．修正の理由 

  （連結） 

  アメリカに端を発した金融危機が全世界の実態経済に深刻な影響を及ぼし、前回予想時（平成 20

年 11 月 14 日）よりも更に経済環境が悪化した結果、当業界におきましてもこれまで比較的好調に推

移しておりましたデジタル家電関連・カーエレクトロニクス関連が世界規模で生産・在庫調整が実施

されていることにより非常に厳しい状況が続いております。 

  このような環境のもと、当社は、グローバルな営業、生産体制の強化、プリント配線板外観検査機

ラインナップの充実、新製品の開発、品質向上及び原価低減等あらゆる活動を推進しておりますが、

国内外とも需要が低迷し非常に厳しい状況のまま推移しております。 

  売上高につきましては、自動車・家電メーカーの大幅な販売不振の影響を受け、前回予想時以降、

当社主力であるデジタル家電関連・カーエレクトロニクス関連からの受注が急激に低迷するという厳

しい市場環境が継続していることに加え、円高の進展により前回予想時に想定しました為替レートを

現状のレートをもって見直しましたところ、海外での売上高が目減りすること等により、前回予想を

48 億円下回る 267 億円となる見込みであります。営業損益・経常損益につきましては、人件費の削減

をはじめとした各種経費の削減を図るものの、売上高の減少があまりにも大きいことにより、営業損

益は前回予想を３億 50 百万円下回る１億円の営業損失、経常損益につきましては、前回予想を３億

円下回る５億円の経常損失となる見込みであります。また、当期純損益につきましても、上述の通り

第３四半期累計期間におきましてのれんの減損損失を特別損失に計上したこと等から、前回予想を７

億 64 百万円下回る 10 億 14 百万円の当期純損失となる見込みであります。 

 

（個別） 

 売上高につきましては、上述の通りデジタル家電関連やカーエレクトロニクス関連及び電子応用関

連の低迷等が継続しており、前回予想を 12 億円下回る 143 億円になる見込みであります。 

営業損益につきましては、売上高減収の影響により前回予想を 50 百万円下回る２億円の営業損失とな

る見込みであります。経常損益につきましては、円高の影響等による海外子会社からの受取配当金が

目減りしたことにより、前回予想を１億 30 百万円下回る１億 20 百万円の経常利益となる見込みであ

ります。また、当期純損益につきましては、上述の通り第３四半期累計期間におきまして、関係会社

株式評価損を特別損失に計上したこと等から、前回予想を５億 98 百万円下回る４億 58 百万円の当期

純損失となる見込みであります。 



 

  なお、収益性回復に向けた取り組みといたしまして、生産量縮小に伴う人員の適正化、各種経費圧

縮等のコスト削減策を検討・実施してまいります。詳細は実施内容が固まり次第、改めてご報告させ

ていただきます。 

 

※ 業績予想につきましては、本資料発表時現在において得られた情報に基づいて算定しておりますが、

多分に不確定な要素を含んでおります。したがいまして、実際の業績は状況の変化により、上記の予想

数値と異なる場合があります。          

以 上 


