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平成 21 年 11 月２日 

各  位 

会社名   戸田工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 戸田 俊行 

（コード番号 ４１００ 東証第１部） 

問合せ先    取締役   横馬場 清美 

（ＴＥＬ．０８２７－５７－００６５） 

 

営業外費用の計上並びに業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ 

 

下記のとおり営業外費用を計上するとともに、最近の業績動向を踏まえて平成 21 年５月 14 日に公表

しました業績予想および配当予想を下記のとおり修正しますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．営業外費用の計上 

当第２四半期連結累計期間において、金融機関に対する支払利息として 157 百万円（個別決算では

146 百万円）を計上しております。また、当社持分法適用関連会社の業績より、持分法による投資損失と

して 191 百万円を計上いたします。 

 

 

２．業績予想数値の修正 

(1)平成 22 年３月期 第２四半期連結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） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前回発表予想 （Ａ） 15,000 △100 △350 △450

今回修正予想 （Ｂ） 15,362 △607 △892 △912

増減額 （Ｂ－Ａ） 362 △507 △542 △462

増減率 （％） 2.4 － － －

（ご参考）前期実績 

(平成 21 年３月期第２四半期) 
24,717 23 △337 △1,005

 

(2)平成 22 年３月期 通期連結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） 

（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） 33,000 500 150 0

今回修正予想 （Ｂ） 31,500 △600 △900 △1,100

増減額 （Ｂ－Ａ） △1,500 △1,100 △1,050 △1,100

増減率 （％） △4.5 － － －

（ご参考）前期実績 

(平成 21 年３月期) 
38,963 △1,211 △2,815 △5,658
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(3)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） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前回発表予想 （Ａ） 10,000 200 150 100

今回修正予想 （Ｂ） 10,468 △356 △516 △334

増減額 （Ｂ－Ａ） 468 △556 △666 △434

増減率 （％） 4.7 － － －

（ご参考）前期実績 

(平成 21 年３月期第２四半期)  
18,928 240 156 △114

 

(4)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） 

（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） 23,000 800 700 400

今回修正予想 （Ｂ） 22,100 △200 △400 △250

増減額 （Ｂ－Ａ） △900 △1,000 △1,100 △650

増減率 （％） △3.9 － － －

（ご参考）前期実績 

(平成 21 年３月期) 
29,207 △596 △1,075 △3,713

 

(5)業績予想修正の理由 

世界経済は、昨年下期の景気急減速から回復の途上にありますが、まだ、それ以前の水準には戻

っていない状況にあります。当社の業績も、前年度第４四半期を底に回復の過程にありますが、まだ、

十分な水準には戻ってきていません。  

  こうした状況下、個別においてはコスト構造のスリム化を進めて参りましたが、一部の採算性の高い

分野の回復が鈍かったこと等により、第２四半期累計値において前回発表予想値を下回る見通しとな

りました。  

  また、連結の業績についても同様に、景気減速の影響を引きずって、子会社の稼働が低迷した影

響で第２四半期累計値において前回発表予想値を下回る見通しとなりました。  

  通期業績予想につきましても、第２四半期累計値の実勢を踏まえ、併せて修正いたします。 

 

 

３．配当予想修正 

(1)配当予想修正の内容 

 １株当たり配当金 

基  準  日 第２四半期末 期末 年間 

前回予想（平成21 年５月14 日公表） ２円 00 銭 ２円 00 銭 ４円 00 銭 

今  回  修  正 １円 00 銭 ２円 00 銭 ３円 00 銭 

（ご参考） 

前期実績（平成 21 年３月期） 

 

３円 00 銭 

 

２円 00 銭 

 

５円 00 銭 
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(2)配当予想修正の理由 

当社は利益配分に関する基本方針として、安定的な配当の継続を最も重視し継続しております。  

しかしながら、上記業績予想修正で説明のとおり、業績の回復が遅れているため、配当予想につきま

して、誠に遺憾ながら、第２四半期末を基準日とする剰余金の配当予想を1株当たり１円00銭に修正

させていただきます。また期末を基準日とする剰余金の配当予想につきましては、現時点において

修正はありません。  

  株主の皆様には深くお詫び申し上げるとともに、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 

以 上 


