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業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、最近の業績動向を踏まえ、平成 22 年５月 14 日に公表いたしました平成 23 年３月期第２四

半期累計期間(平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日)および平成 23 年３月期通期(平成 22 年４月

１日～平成 23 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 

 
●業績予想の修正について 
平成 23 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 22 年４月１日～平成 22 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 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

前回発表予想(Ａ) 175,000 4,000 3,000 1,000 14 円 29 銭

今回修正予想(Ｂ) 179,000 4,700 3,000 △100 △1 円 43 銭

増減額（Ｂ－Ａ) 4,000 700 0 △1,100 ─

増減率 (％) 2.3% 17.5% 0.0% ─ ─

(ご参考)前年同期実績 
(平成 22年 3月期第 2四半期) 

162,096 △2,471 △4,370 121 1 円 73 銭

 

 

平成 23 年３月期通期連結業績予想数値の修正(平成 22 年４月１日～平成 23 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

前回発表予想(Ａ) 360,000 8,500 6,500 2,500 35 円 74 銭

今回修正予想(Ｂ) 364,000 9,200 6,500 1,400 20 円 01 銭

増減額（Ｂ－Ａ) 4,000 700 0 △1,100 

増減率 (％) 1.1% 8.2% 0.0% ─ 

(ご参考)前期実績 
(平成 22 年 3月期) 

376,323 3,183 △399 △565 △8 円 09 銭

 

 

 



 

平成 23 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 22 年４月１日～平成 22 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 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

前回発表予想(Ａ) 120,000 500 600 600 8 円 58 銭

今回修正予想(Ｂ) 124,000 1,200 600 △500 △7 円 15 銭

増減額（Ｂ－Ａ) 4,000 700 0 △1,100 ─

増減率 (％) 3.3% 140.0% 0.0% ─ ─

(ご参考)前年同期実績 
(平成 22年 3月期第 2四半期) 

118,922 △3,247 △4,380 1,354 19 円 36 銭

 

 

平成 23 年３月期通期個別業績予想数値の修正(平成 22 年４月１日～平成 23 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

前回発表予想(Ａ) 240,000 2,000 2,000 2,000 28 円 59 銭

今回修正予想(Ｂ) 244,000 2.700 2,000 900 12 円 87 銭

増減額（Ｂ－Ａ) 4,000 700 0 △1,100 ─

増減率 (％) 1.7% 35.0% 0.0% ─ ─

(ご参考)前期実績 
(平成 22 年 3月期) 

266,761 △3,227 △4,542 △2,166 △30 円 97 銭

 

 

修正の理由 

 当第２四半期累計期間の連結業績・個別業績につきましては、当第１四半期の販売実績が計画を

上回ったことならびに平成 22 年８月２日に公表いたしました特別損失の計上により、当第２四半

期累計期間の業績予想を上記のとおり修正いたします。また通期につきましては連結業績・個別業

績ともに依然として先行き不透明であることから、下半期は前回予想数値を据え置きとし、第２四

半期累計期間業績予想の変更を踏まえ、上記のとおり業績予想を修正いたします。 

 

（注）上記の予想は、現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざ

まな要因により予想数値と異なる可能性があります。 

 

以 上 

 


