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平成 21 年７月 22 日 

 

各  位 

会 社 名 株式会社アイ・エス・ビー 

代表者名 代表取締役社長 若尾 逸雄 

（コード番号 ９７０２ 東証第二部） 

問合せ先 常務取締役管理本部長 太田 道也 

（ＴＥＬ. ０３－３４９０－１７６１） 

 

 

平成 21 年 12 月期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 

最近の業績動向を踏まえ、平成21年２月13日に公表した業績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 12 月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正 

（平成 21 年１月１日 ～ 平成 21 年６月 30 日） 

 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） 5,770 160 175 93 22.27

今回修正予想（Ｂ） 5,521 47 95 39 9.34

増減額（Ｂ－Ａ） △249 △113 △80 △54 －

増減率（％） △4.3 △70.6 △45.7 △58.1 －

（ご参考）前期第２四半

期実績（平成 20 年 12 月

期第２四半期） 

6,509 7 11 2 0.54

 

２．平成 21 年 12 月期通期連結業績予想数値の修正 

（平成 21 年１月１日 ～ 平成 21 年 12 月 31 日） 

 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） 12,700 610 640 340 81.42

今回修正予想（Ｂ） 10,910 70 129 45 10.78

増減額（Ｂ－Ａ） △1,790 △540 △511 △295 －

増減率（％） △14.1 △88.5 △79.8 △86.8 －

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 12 月期） 
12,620 199 236 64 15.39
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３．平成 21 年 12 月期第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正 

（平成 21 年１月１日 ～ 平成 21 年６月 30 日） 

 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） 5,450 155 170 90 21.55

今回修正予想（Ｂ） 5,214 43 86 29 6.94

増減額（Ｂ－Ａ） △236 △112 △84 △61 －

増減率（％） △4.3 △72.3 △49.4 △67.8 －

（ご参考）前期第２四半

期実績（平成 20 年 12 月

期第２四半期） 

6,025 311 319 24 5.91

 

４．平成 21 年 12 月期通期個別業績予想数値の修正 

（平成 21 年１月１日 ～ 平成 21 年 12 月 31 日） 

 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） 12,000 580 610 323 77.35

今回修正予想（Ｂ） 10,300 65 121 41 9.82

増減額（Ｂ－Ａ） △1,700 △515 △489 △282 －

増減率（％） △14.2 △88.8 △80.2 △87.3 －

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 12 月期） 
11,749 490 531 71 16.92

 

５．修正理由 
 
(1）第２四半期連結累計期間の予想値について 

第１四半期においては、概ね計画どおりに推移いたしましたが、第２四半期では、主要ユーザ

の内製化による受注量の減少に加え、受注単価の引下げ要請が強まり、売上高は若干の減少、営

業利益、経常利益、当期純利益については、それぞれ前回予想を下回る見込みであります。 

なお、当社における連結子会社の影響度は少なく、個別の業績を反映したものとなっておりま

す。 

 
(2）通期連結業績の予想値について 

通期の業績予想につきましては、第２四半期の状況が下期も続く見通しにあり、売上高、営業

利益、経常利益、当期純利益ともそれぞれ前回予想を下回る見込みであります。 

なお、連結子会社の影響度は前述のとおりでございます。 

 

（注）本資料の業績予想等につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により予想と異なる可能性がありま

す。 

 

以上 


