
平成 21 年 11 月 12 日 

各 位 

   

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６月５日に公表した平成 22 年３月期第２四半期累計期間および平成

22 年３月期に係る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. 業績予想の修正 

(1) 第２四半期累計期間、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） 

（単位：百万円） 

項目 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前回発表予想（A） 4,400 △100 △100 50

今回修正予想（B） 3,944 △304 △322 7

増減額（B－A） △456 △204 △222 △43

増減率（％） △10.3 - - △85.5

 

(2) 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） 

（単位：百万円） 

項目 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（A） 536 △76 △55 △55

今回修正予想（B） 234 △140 △125 △115

増減額（B－A） △301 △64 △70 △60

増減率（％） △56.2 - - -

 

2. 通期業績予想の修正 

(1) 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） 

項目 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 9,400 50 50 136

今回修正予想（B） 9,000 50 50 136

増減額（B－A） △400 - - -

増減率（％） △4.2 - - -

 

(2) 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） 

（単位：百万円） 

項目 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 1,862 49 90 70

今回修正予想（B） 1,331 0 27 9

増減額（B－A） △531 △49 △63 △61

増減率（％） △28.5 △98.6 △69.7 △86.4
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3. 修正の理由 

 当第２四半期連結累計期間の経済環境は、昨年来の米国発の金融危機の影響を引き続き受けているもの

の、中国などの新興国を中心にしたデジタル家電や自動車の需要回復を受けて、電機メーカーや自動車メ

ーカー等の在庫調整が進んでおります。また、政府の景気対策の効果や地球温暖化対策の波及により、省

エネ家電に対する個人消費や企業生産も持ち直しております。証券市場も回復基調にあり、最悪期を脱し

たことにより、大手の電機メーカーや自動車メーカーを中心に業績が改善しております。しかしながら、

米国の雇用環境や消費者物価指数等の回復に時間が掛かる等の要因もあり、消費の回復は未だ緩やかであ

るため、輸出企業を中心とした企業業績の本格的な回復には時間を要する状況にあります。 

 そのような経済環境の下で、当社におきましては、KFE HONG KONG CO., LIMITED を中心とした電子部品

事業の売上が回復し、第３四半期以降に向けて LED 照明を中心とする環境関連事業の売上拡大を促進して

おります。その一方で、９月にエグゼモード株式会社の売却、また 11 月末には株式会社センチュリーエ

レクトニクスの売却を決定し、それら関係会社の売上がなくなることが第３四半期以降の減収につながる

ため、売上高については、これら関係会社を含めて想定していた通期 94 億円の売上から４億円減額した

90 億円に修正させていただきます。なお、９月に売却したエグゼモード株式会社は単体で 70 百万円の最

終損失を第２四半期累計で計上していたことから、同社が関係会社から外れることで連結収益の回復が見

込めるため、連結上の利益予想につきましては平成21年６月５日に開示した内容を修正しておりません。 

 

＜修正理由の根拠となる事業セグメント別の内訳＞ 

（1）第２四半期連結累計期間の売上高および営業利益（実績） 

・事業セグメント別売上高 

                                  ＜百万円＞  

項目 当初予算 実績 増減率 

電子部品 2,296 2,535 +10.4% 

デジタル商品    1,526 1,309 △14.2% 

環境関連 436 99 △77.2% 

その他 141 0 △100.0% 

 

・事業セグメント別営業利益 

                                  ＜百万円＞  

項目 当初予算 実績 増減率 

電子部品 △59 △88 - 

デジタル商品      15 △79 - 

環境関連 △55 △131 - 

その他 0 △5 - 

 

（2）通期連結累計期間の売上高および営業利益（見込み） 

・事業セグメント別売上高 

                                   ＜百万円＞  

項目 当初予算 現状見込み 増減率 

電子部品 5,016 6,135 +22.3% 

デジタル商品    3,078 1,309 △57.4% 

環境関連 1,013 1,255 +23.7% 

その他 291  300 +3.0% 

 

・事業セグメント別営業利益 

                                   ＜百万円＞  

項目 当初予算 現状見込み 増減率 

電子部品 △18 82 - 

デジタル商品    30 △79 - 

環境関連 19 23 +14.1% 

その他 18  24 +38.3% 

 

 



（3）特別利益要因 

    当第２四半期連結累計期間において発生した、主な特別利益要因は以下のとおりです。 

 

    ・CKL Electronics Co. Ltd.株式売却益  222 百万円 

    ・エクゼモード株式会社株式売却益    121 百万円 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数

値と異なる可能性がございます。 

 
以上  


