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特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ 

 
当社は、平成 22 年３月期第２四半期において連結子会社不二総業株式会社が下記のとおり特別損失を

計上いたしますのでその概要をお知らせするとともに、最近の業績動向等を踏まえ、平成 21 年５月 15 日

に発表いたしました、平成 22 年３月期第２四半期累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日）

及び平成 22 年３月期通期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）の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． 特別損失の計上（連結） 
 連結子会社不二総業株式会社は、当第２四半期会計期間におきまして、不採算事業であるボウリング場

を８月に閉鎖したことにより、事業整理損 20 百万円を計上する予定であります。 
 
２． 業績予想の修正 

（金額の単位：百万円） 
（１）平成 22 年３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 4 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日）      

 
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 

 

前回発表予想(Ａ) 
百万円

2,900
百万円

145
百万円

130
百万円 

60 
円 銭

4.71

今回発表予想(Ｂ) 2,782 79 56 1 0.11

増減額(Ｂ-Ａ) △118 △66 △74 △59 

増減率(％) △4.1 △45.5 △56.9 △98.3 

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成21年３月期第2四半期) 
3,471 63 46 14 1.12

 

（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）             

 
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) 

百万円

6,500

百万円

340

百万円

305

百万円 

140 

円 銭

11.00

今回発表予想(Ｂ) 6,200 235 210 110 8.64

増減額(Ｂ-Ａ) △300 △105 △95 △30 

増減率(％) △4.6 △30.9 △31.1 △21.4 

(ご参考)前期実績 

(平成 21 年３月期) 
6,456 112 82 28 2.28

 



 
（３）平成 22 年３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 4 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日） 
 

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 

 

前回発表予想(Ａ) 

百万円

2,800

百万円

140

百万円

130

百万円 

60 

円 銭

4.71

今回発表予想(Ｂ) 2,692 93 72 24 1.93

増減額(Ｂ-Ａ) △108 △47 △58 △36 

増減率(％) △3.9 △33.6 △44.6 △60.0 

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成21年３月期第2四半期) 
3,367 74 59 28 2.22

 

（４）平成 22 年３月期通期個別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）            

 
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) 
百万円

6,300
百万円

330
百万円

300
百万円 

140 
円 銭

11.00

今回発表予想(Ｂ) 6,000 240 220 120 9.43

増減額(Ｂ-Ａ) △300 △90 △80 △20 

増減率(％) △4.8 △27.3 △26.7 △14.3 

(ご参考)前期実績 

(平成 21 年３月期) 
6,237 125 96 5 0.41

 

３． 修正の理由 
（１）第２四半期累計期間（連結） 
 当第２四半期累計期間の売上高は、受注環境が極めて厳しい状況にあり、主に医療機器事業におけるコ

ンドームの常態化した価格競争に伴う価格低下圧力による落ち込みや精密機器事業の国内受注回復の遅れ

などにより前回公表より 118 百万円程度少なくなる見込みです。一方、売上原価及び営業費用はコスト削

減や工場の効率化に努めておりますが、売上高の減少に加え、売上高営業利益率が低下し、営業損益に影

響し、また、四半期純利益につきましては、その他事業における不採算事業であるボウリング場を８月に

閉鎖したことによる事業整理損（20 百万円）を特別損失に計上しました。結果、当第２四半期累計期間の

各損益とも前回発表値を下回る見通しとなりました。 
 
（２）通期（連結） 
 第２四半期の業績結果を踏まえ、第３・第４四半期につきましては、売上高については第２四半期累計

期間とほぼ同様の状態が続くと想定しており、前回予想を下回る見通しであります。さらなるコスト削減

や事業の効率化に努めてまいりますが、売上高の減少に伴い営業利益・経常利益・当期純利益についても、

前回予想を下回る見通しであります。 
 
（３）第２四半期累計期間（個別） 
 当第２四半期累計期間の個別業績予想については連結と同様の理由によりますが、四半期純利益につき

ましては、子会社株式の減損（金額 25 百万円 当社子会社株式の減損処理に関するお知らせ 平成 21 年

９月 18 日公表）を行ったことにより、各損益とも前回発表値を下回る見通しとなりました。 
 なお、子会社株式の減損は連結業績には影響致しません。 
 
（４）通期（個別） 
 通期の個別業績予想については、連結の修正理由と同様の理由により、上記の通り修正致します。 
 
※上記の予想は当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、

実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
以   上 


