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子会社（株式会社神鋼環境ソリューション）の業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 

当社子会社である株式会社神鋼環境ソリューションが平成 22 年 9 月 16 日に公表した平成

23 年 3 月期（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）の業績予想を別添資料のとおり修

正いたしましたのでお知らせいたします。 

 
 

    以 上 



平成22年10月27日

各　位

会 社 名   株式会社神鋼環境ソリューション

代 表 者 名   取締役社長　青木　克規

コ ー ド 番 号   ６２９９

上 場 取 引 所   大証第二部

問 合 せ 先   総務部長　大西　主計

　　　　　　  (電話：078－232－8018)

　平成22年9月16日に公表しました平成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）の

業績予想と実績に差異が生じましたので下記の通りお知らせいたします。

　また、通期の業績予想並びに配当予想につきましても修正しましたのでお知らせいたします。

Ⅰ．平成23年3月期第2四半期累計期間業績予想と実績との差異について

（１）差異の内容

平成23年3月期第2四半期(累計)連結業績予想との差異（平成22年4月1日～平成22年9月30日）

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

30,000　 700　 650　 400　 4.96  

今回実績(B) 30,037　 1,169　 1,165　 719　 8.93  

増減額(B-A) 37　 469　 515　 319　 　　  

増減率(％) 0.1　 67.0　 79.2　 79.8　 　　

(ご参考)前期第2四半期実績
(平成22年3月期第2四半期)

37,518　 505　 485　 478　 5.94  

平成23年3月期第2四半期(累計)個別業績予想との差異（平成22年4月1日～平成22年9月30日）

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

23,000　 650　 950　 700　 8.69  

今回実績(B) 22,541　 945　 1,309　 950　 11.79  

増減額(B-A) △ 459　 295　 359　 250　

増減率(％) △ 2.0　 45.4　 37.8　 35.7　

(ご参考)前期第2四半期実績
(平成22年3月期第2四半期)

29,860　 374　 433　 395　 4.91  

（２）差異が生じた理由

　　第2四半期累計期間の売上高については、個別業績では水処理関連事業において、プラント建設案件での

　進捗時期ズレ等により、前回予想を若干下回りましたが、連結業績では廃棄物処理関連事業において、

　アフターサービス案件の進捗前倒し等があり、ほぼ前回予想通りとなりました。利益面では、水処理及び

　廃棄物処理関連事業等において、諸経費を含め、想定を上回るコストダウン等により、連結・個別ともに

　上記の通り、好転いたしました。

並びに配当予想の修正に関するお知らせ

記

平成23年3月期第2四半期の業績予想と実績との差異及び通期の業績予想の修正

売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前回発表予想(A)

売 上 高 営業利益 経常利益

前回発表予想(A)

四半期純利益



Ⅱ．平成23年3月期通期業績予想の修正について

（１）修正の内容

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）

1株当たり

当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

71,000　 2,200　 2,100　 1,250　 15.51  

今回修正(B) 71,000　 2,800　 2,700　 1,500　 18.61  

増減額(B-A) 0　 600　 600　 250　

増減率(％) 0.0　 27.3　 28.6　 20.0　

(ご参考)前期実績
(平成22年3月期)

82,887　 1,759　 1,650　 972　 12.06  

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）

1株当たり

当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

51,000　 950　 1,250　 850　 10.55  

今回修正(B) 51,000　 1,450　 1,750　 1,150　 14.27  

増減額(B-A) 0　 500　 500　 300　

増減率(％) 0.0　 52.6　 40.0　 35.3　

(ご参考)前期実績
(平成22年3月期)

63,416　 584　 596　 349　 4.34  

（２）修正の理由

　　　平成23年3月期通期の売上高は、連結・個別ともに前回予想通りとなる見通しです。利益面については、

　　第2四半期累計期間での増益、受注予想案件の動向及び諸経費の発生状況等を踏まえた見直しの結果、

　　連結・個別ともに上記の通り、前回予想を上回る見通しです。

Ⅲ．配当予想の修正について

（１）修正の内容

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

－ 0.00　 － 4.00　 4.00　

今回修正予想 － 6.00　 6.00　

当期実績 － 0.00　

前期(平成22年3月期)実績 － 0.00　 － 4.00　 4.00　

（２）修正の理由

　　　当社は、継続的かつ安定的に株主の皆様へ利益還元を行うこととしつつ、業績の水準、財政状態、企業

　　価値向上のための投資等への資金需要及び配当性向等を総合的に勘案し、剰余金配当を行うことを基本方針

　　としております。

　　　平成23年3月期の期末配当予想につきましては、通期業績予想の上方修正及び配当性向等を考慮し、前回

　　予想から2円増配し、1株当たり6円に修正させていただきます。

 　○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、実際の業績等

　 　は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以　上　

前回予想
(平成22年4月28日発表)

年間配当金（円）

合計
第1

四半期末
第2

四半期末
第3

四半期末
期末

前回発表予想(A)

営業利益 経常利益

前回発表予想(A)

売 上 高

売 上 高

当期純利益

当期純利益

営業利益 経常利益


