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第２四半期累計期間および通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 
最近の景気情勢の動向を踏まえ、平成２１年２月９日に公表した平成２１年１２月期第２四半期累計期

間の業績予想を修正いたします。これに伴い平成２１年１２月期通期業績予想を修正いたします。な

お、通期業績予想につきましては、第３四半期以降の予想が現時点で困難であることから下期に

ついては新たな算出を行わず、第２四半期累計期間の当初予想に対する未達額の減額のみを行っ

ております。 

 

                                       記 

 

１．平成 21 年 12 月期第２四半期累計期間連結業績予想の修正 

(平成 21 年 1月 1日～平成 21 年 6月 30 日) 
                                      (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) 
(平成 21 年 2 月 9日発表) 

370,000 △4,000      △8,000 △6,000

今回修正予想(B) 280,000 △27,500 △39,500 △38,000

増減額(B)－(A) △90,000 △23,500 △31,500 △32,000

増減率   △24.3% -     -       -

ご参考 前中間期実績 
(平成 20 年 12 月期中間) 

  510,788 24,626       18,047 11,730

 

２．平成 21 年 12 月期第２四半期累計期間個別業績予想の修正 

(平成 21 年 1月 1日～平成 21 年 6月 30 日) 

                                      (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) 
(平成 21 年 2 月 9日発表) 

235,000 △6,000      △2,500 2,000

今回修正予想(B) 175,000 △24,000 △24,000 △22,000

増減額(B)－(A) △60,000 △18,000 △21,500 △24,000

増減率   △25.5% -     -       -

ご参考 前中間期実績 
(平成 20 年 12 月期中間) 

  360,243 17,101       15,262 10,129 
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３．平成 21 年 12 月期連結通期業績予想の修正 

(平成 21 年 1月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日) 
                                      (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) 
(平成 21 年 2 月 9日発表) 

800,000 17,000        8,000 2,000

今回修正予想(B) 710,000 △6,500 △23,500 △30,000

増減額(B)－(A) △90,000 △23,500 △31,500 △32,000

増減率   △11.3% -     -       -

ご参考 前期実績 
(平成 20 年 12 月期) 

  1,003,876 26,792        9,793 2,451 

 

４．平成 21 年 12 月期個別通期業績予想の修正 

(平成 21 年 1月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日) 

                                      (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) 
(平成 21 年 2 月 9日発表) 

515,000 2,000 2,000 4,000

今回修正予想(B) 455,000 △16,000 △19,500 △20,000

増減額(B)－(A) △60,000 △18,000 △21,500 △24,000

増減率     △11.7%   -     -      -

ご参考 前期実績 
(平成 20 年 12 月期) 

705,219 13,549 4,338 3,395 

 
５．業績予想修正の理由 （連結、個別） 

第２四半期累計期間の業績予想につきましては、石油化学はほぼ年初想定程度の出荷を見込

みますが、国内外の急激な景気後退により顧客である自動車、エレクトロニクス業界を中心と

した急激な生産調整が生じたため、第１四半期に年初に想定した水準を大幅に上回る減産を余

儀なくされ販売量の落ち込みが生じました。第２四半期におきましても、アルミニウム他、無

機セグメントを中心に、年初に想定した生産・出荷の回復の見込みに遅れが生じる見込みです。

これにより売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前回予想を下回る見込みです。 

 

通期の業績予想につきましては、顧客業界の出荷・需給の改善動向が流動的であり、第３四

半期以降の予想が現時点で困難であることから下期については新たな算出を行わず、第２四半

期累計期間の当初予想に対する未達額の減額のみを行っております。 
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(ご参考）平成 2１年 12 月期第２四半期累計期間業績予想 セグメント別売上高、営業利益（連結） 

（単位：億円） 

 第２四半期累計期間業績予想（連結）  

 
 
 

前回予想 
（H21.1～H21.6）
H21.2.9 発表 

今回予想 
（H21.1～H21.6） 
H21.4.30 発表 

 
増 減 
 

前中間期実績
（H20.1～H20.6）
 

売上高 1,100 930 △170 2,047
石油化学 

営業利益 △30 △5 25 60

売上高 500 470 △30 408
化学品 

営業利益 5 △15 △20 37

売上高 700 430 △270 1,011
電子・情報 

営業利益 △50 △165 △115 75

売上高 400 230 △170 435
無機 

営業利益 75 10 △65 98

売上高 1,000 740 △260 1,208アルミニウム
他 営業利益 △15 △75 △60 7

売上高 0 0 0 0
共通・本部 

営業利益 △25 △25 0 △31

売上高 3,700 2,800 △900 5,108
計 

営業利益 △40 △275 △235 246

 
注．上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日における仮定を前提として作成したものであり、実際の業績につきましては、さまざまな要素により、予想数値と大

きく異なる場合があります。業績に影響を与える要素には、経済情勢、ナフサ等原材料価格、製品の需要動向および市況、

為替レートなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。 
 
 

以上 




