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    平成 21 年２月 13 日 

各 位 
 

会 社 名 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長 小野 文明 
コ ー ド 番 号 ２１６２ 
問 合 せ 先 取締役執行役員コーポレート本部長 末廣 紀彦 
電 話 番 号 03（5333）1711（代表） 

 
 

平成 21 年３月期（非連結）業績予想の修正及び 
期末配当予想の修正に関するお知らせ 

 
最近の業績動向、当社を取り巻く環境変化を踏まえ、平成20年９月19日に公表した平成21年３

月期（非連結）の通期業績予想及び期末配当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 

 

1. 平成 21 年３月期の業績予想の修正 

 

（１）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） 

（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） 18,000 580 560 310 14,346.54 

今回修正予想（Ｂ） 14,800 150 130 △125 △5,844.67 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,200 △430 △430 △435 △20,191.21 

増 減 率（％） △17.8％ △74.1% △76.8％ ― ― 

（ご参考）前期実績(平

成 20年３月期） 
16,963 576 542 302 14,352.31 

 ※ １株当たり当期純利益の計算は、前回発表予想においては自己株式取得分考慮して

おりませんが、今回発表修正においては自己株式取得分を考慮しております。 

 

（２）修正理由 

米国発の世界的金融危機は、既に実体経済への影響が顕著になっており、とりわけ当業

界におきましては、極めて厳しい経営環境に至っております。ここ数年わが国経済の牽引

役であった自動車メーカー、エレクトロニクス関連メーカー等は、現下の急激な円高と需
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要収縮によって業績が著しく悪化し、これを受け当業界では派遣社員の雇い止め等、急速

な減産対応を迫られる状況にあります。 

派遣社員、期間工等の非正規社員を生産変動に合わせて行うメーカー各社の雇用調整は、

過去にない規模、スピードにて進んでおります。当社においても、メーカーの雇用調整に

より派遣契約が打ち切られた社員の有給休暇の消化、休業補償、一部社員の解雇といった

対応策に使途した費用（特別損失）が当第３四半期会計期間だけで 48百万円発生し、業

績に多大な影響を及ぼすこととなりました。 

こうした環境下、当社は他社にない「ものづくり力」、「請負力」、「コンプライアン

ス力」を強みとして、2009 年問題でのコンサルテーション等、これまで以上に精力的に事

業展開を図ってまいりました。しかしながら、現時点での通期業績におきましては前回発

表予想数値を下回る見通しとなりましたので、ここに業績予想を修正させていただきます。 

通期の売上高に関しては、前回発表予想18,000百万円に対して14,800百万円と△3,200

百万円の収益ダウンとなる見通しです。（事業別には、下表の「事業別内訳：前回発表予

想との比較」のとおりであります） 

営業利益は、急激な売上減とそれに伴う売上高総利益率悪化によって売上高総利益が前

回発表予想の 3,235 百万円に対して 2,479 百万円と△756 百万円悪化することにより、販

管費の圧縮を進めるものの、前回発表予想の580 百万円から△430 百万円悪化し、最終的

に 150 百万円となる見込みであります。 

経常利益についても、営業利益と同様に前回発表予想の 560 百万円から△430 百万円悪

化し、130 百万円となる見込みです。 

また、第３四半期会計期間において発生した特別損失は、通期ベースでは約 130 百万円

発生するものと見込んでおり、経常利益予想 130百万円と同額になることから、税引前利

益は 0百万円となる見通しです。 

法人税等調整額につきましては、通期決算を第３四半期決算同様に行うという前提に立

ち、税務上の繰越欠損金が通期においても発生するという保守的見地から税効果会計を行

い、繰延税金資産の取り崩しを実施することを決算方針としております。この結果、当期

純利益は△125 百万円と赤字化し、前回発表予想の 310 百万円に対して△435 百万円悪化

することを予想しております。 

尚、事業別の状況は、下記のとおりであります。 

 

【事業別内訳：前回発表予想との比較】                  （単位：百万円） 

前回発表予想 今回修正予想 差異  

売上高 
売上高

総利益 
率 売上高 

売上高

総利益 
率 売上高 

売上高

総利益 
率 

ＩＳ事業 13,800 2,150 15.6% 11,050 1,587 14.4% △2,750 △563 △1.2% 

ＥＳ事業 750 158 21.1% 670 127 19.0% △80 △31 △2.1% 

ＭＳ事業 2,550 706 27.7% 2,320 569 24.5% △230 △137 △3.2% 

ＧＳ事業 900 221 24.6% 760 196 25.8% △140 △25 1.2% 

計 18,000 3,235 18.0% 14,800 2,479 16.8% △3,200 △756 △1.2% 
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ＩＳ事業につきましては、前述のとおり当社クライアントであるメーカー各社の第３四

半期会計期間における業績悪化とそれに伴う生産調整により、当社との派遣契約にも打ち

切りが発生する等、厳しい経営環境に移行いたしました。したがって、現在においては前

回発表予想の売上高、売上高総利益を確保できない状況にあります。前年実績との比較に

おいても、減収（△2,503 百万円）減益（△449 百万円）となる見込みであります。 

ＥＳ事業におきましては、売上高、売上高総利益ともに前回発表予想を下回るものの、

前年実績に対しては堅調に推移し、増収（＋21百万円）増益（＋17百万円）となる見込

みであります。 

ＭＳ事業は、修理事業が依然として堅調に推移しており、前回発表予想に対して売上高、

売上高総利益ともにクリアできないものの、前年実績に対しては売上高が 18.6％の増収

（＋364 百万円）となり、売上高総利益も 12.9％の増益（＋65百万円）となる見通しです。 

ＧＳ事業は、前回発表予想を下回るとともに前年実績に対しても減収（△45百万円）減

益（△16百万円）となる見込みです。 
 

【(ご参考)事業別内訳：前年実績との比較】               （単位：百万円） 

前年実績 今回修正予想 差異  

売上高 
売上高

総利益 
率 売上高 

売上高

総利益 
率 売上高 

売上高

総利益 
率 

ＩＳ事業 13,553 2,036 15.0% 11,050 1,587 14.4% △2,503 △449 △0.7% 

ＥＳ事業 649 110 16.9% 670 127 19.0% 21 17 2.0% 

ＭＳ事業 1,956 504 25.8% 2,320 569 24.5% 364 65 △1.2% 

ＧＳ事業 805 212 26.3% 760 196 25.8% △45 △16 △0.5% 

計 16,963 2,862 16.9% 14,800 2,479 16.8% △2,163 △383 △0.1% 

 

 

2. 平成 21 年３月期の配当予想の修正 

 

（１）修正の内容 

 

 １株当たり配当金 

基準日 第２四半期 期末 年間 

前回発表予想 

（平成 20年 9月 19 日発表） 

円 銭  

－   

円 銭  

1,800.00  

円 銭  

1,800.00  

今回修正予想 
円 銭  

－   

円 銭  

0.00  

円 銭  

0.00  

前期実績 

（平成 20年３月期） 

円 銭  

0.00  

円 銭  

0.00  

円 銭  

0.00  
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（２）修正の理由 

当社は、平成 21 年３月期より株主への還元を業績に応じて適正に行うべく、配当金に

自己株式取得を合わせた総還元性向を20％とする方針を期初より掲げてまいりました。 

そして、ここまで２回の自己株式取得の取締役会決議に基づき、合計 543株（発行済株

式総数 21,608 株に占める割合 2.51％）の自己株式取得を実施いたしました。この自己株

取得におきましては、合計 21 百万円を要し、前回発表（平成 20 年 9月 19 日）の平成 21

年３月期通期業績予想当期純利益 310 百万円に対する比率で 7％となり、予定していた 1

株当たり配当金 1,800 円の実施によって総還元性向20％となる目論見でありました。 

しかしながら、前述のとおり通期業績を下方修正することにより、当年度の利益から配

当原資を捻出することが難しい状況に至りました。一方、当業界を取り巻く経営環境は、

今後一層の変化が予見されており、業界再編の動きも不可避であると認識しております。

また、当社は他社に先駆けて海外テックの創設、修理事業の新規分野参入、ファブレスメ

ーカーとの間での新規ビジネスモデルの構築等、新たな事業展開を目論んでおり、一定の

投資を伴うものと考えております。 

以上のような業界動向に対する中期的展望及び当社経営戦略の展開等に鑑み、当年度に

おいては財務体質の健全化を優先することといたします。したがいまして、誠に遺憾では

ございますが、期初より標榜してまいりました総還元性向 20％、1,800 円配当の実施を見

送り、配当金に関しては無配とさせていただきたいと存じます。 

当社は、早期に業績回復を図り、来期以降は株主への適正な還元を実施してまいる所存

でありますが、当期の業績悪化と配当見送り（無配）の責任を明確にすべく、以下のとお

り役員報酬、執行役員報酬の減額を実施することといたします。 

 代表取締役 役員報酬 25％減額 

 常務取締役、取締役 役員報酬15％減額 

 執行役員 執行役員報酬 10％減額 

役員報酬は、既に昨年 10月より一律 5％の減額を実施してまいりましたが、業績回復の

目処が立つまでの間、当面は上記のとおり減額を実施いたします。 

 

以 上  


