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平成 21 年８月７日 

各 位 

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス 

代 表 者 代表取締役社長 水野 紘一 

（コード番号 4812 東証第１部）

問 合 せ 先 取 締 役 梅沢 幸之助 

 （TEL. 03-6713-6160）

当社の親会社 株式会社 電 通 

代 表 者 代表取締役社長執行役員 髙嶋 達佳 

（コード番号 4324 東証第１部）

 

平成 22 年３月期業績予想（連結及び個別）の修正に関するお知らせ 

 

当社では、平成 21 年５月 11 日発表の平成 22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）第２

四半期累計期間および通期業績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 22 年３月期第２四半期累計期間業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

（１）連結業績予想                            

 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) 30,224 △1,138 △1,090 △848 △26  03

今回修正予想(B) 30,224 △1,093 △1,045 △1,210 △37  14

増減額 (B－A) － 45 45 △362 

増減率 (%) － － － － 

(ご参考)前期第 2四半期実績 
(平成21年3月期第2四半期) 

36,178 1,169 1,235 423 13  01

 

（２）個別業績予想                            

 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) 23,733 △786 △495 △378 △11  60

今回修正予想(B) 23,733 △751 △460 △538 △16  51

増減額 (B－A) － 35 35 △160 

増減率 (%) － － － － 

(ご参考)前期第 2四半期実績 
(平成21年3月期第2四半期) 

28,701 1,101 1,266 614 18  86
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２．平成 22 年３月期通期業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

（１）連結業績予想                            

 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) 67,837 1,010 1,092 309 9  48

今回修正予想(B) 67,837 1,055 1,137 706 21  67

増減額 (B－A) － 45 45 397 

増減率 (%) － 4.5％ 4.1％ 128.5％ 

(ご参考) 前期実績 
(平成 21 年３月期) 

75,148 4,481 4,628 1,357 41  67

 

（２）個別業績予想                            

 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) 53,399 919 1,493 750 23  02

今回修正予想(B) 58,962 1,284 1,679 993 30  48

増減額 (B－A) 5,563 365 186 243 

増減率 (%) 10.4％ 39.7％ 12.5％ 32.4％ 

(ご参考) 前期実績 
(平成 21 年３月期) 

59,485 3,700 4,040 976 29  98

 

３．修正の理由 

（１） 第２四半期累計期間業績予想について 

個別業績につきましては、平成 21 年５月 11 日に発表した当社による子会社株式会社ブレイニーワー

クスの吸収合併および株式会社 ISID テクノソリューションズの事業譲受け（効力発生日はいずれも平

成 21 年 10 月１日）に関し発生する費用等を特別損失に計上することとし、四半期純利益の予想を修

正いたしました。 

連結業績につきましては、個別業績における特別損失の計上に加え、一部子会社において、繰越欠

損金に係る繰延税金資産の計上を見送ることとしたため、四半期純利益の予想を修正いたしました。 

（２） 通期業績予想について 

個別業績につきましては、株式会社ブレイニーワークスおよび株式会社 ISID テクノソリューション

ズの下期（平成 21 年 10 月１日～平成 22 年３月 31 日）の業績、当該統合に伴い発生する費用、およ

び株式会社 ISID テクノソリューションズ株式の過年度における減損額に係る税効果等を織り込み、通

期業績予想を修正いたしました。 

連結業績につきましては、第２四半期累計期間における上記特別損失の計上に加え、株式会社 ISID

テクノソリューションズ株式の過年度における減損額に係る税効果等を織り込み、当期純利益の予想

を修正いたしました。 

以上 

 (注)この資料に記載しております売上高および利益の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情

報による判断及び仮定により算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内

外の状況変化等により、実際の売上高および利益は当該予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。 


