
  

平成 22 年 11 月５日 

各 位 

会 社 名 東光株式会社                

代表者名 代表取締役社長 川津原 茂  

（コード番号 6801 東証第１部）  

問合せ先 取締役 水野 雅文      

                                                    （TEL  049-285-2511） 

 

平成 22 年 12 月期第２四半期累計期間の業績予想数値と実績値との差異 
及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ 

 

平成 22 年５月 12 日に公表しました平成 22 年 12 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）の連結及び個別業績予想数値と、本日公表の実績値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、 近の業績動向等を踏まえ、平成 22 年 12 月期通期の業績予想及び配当予想につきましても、下記の通り修

正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

● 業績予想の修正等について 

１． 平成 22 年 12 月期第２四半期累計期間 業績予想数値と実績値との差異（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月

30 日） 

（１）連結                                    （単位：百万円、％） 

 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） 

(平成 22 年５月 12 日発表) 
19,300 100 0 △100 △１円 04 銭

実績値(Ｂ) 19,130 223 △9 △248 △２円 58 銭

増減額(Ｂ―Ａ) △169 123 △9 △148 ― 

増減率 △0.9 123.6 ― ― ― 

(ご参考)前第２四半期実績 

(平成22年３月期第２四半期) 
18,465 △1,315 △1,652 △1,765 △18 円 35 銭

 

（２）個別                                    （単位：百万円、％） 
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 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） 

(平成 22 年５月 12 日発表) 
14,900 0 200 100 １円 04 銭

実績値(Ｂ) 15,302 238 356 263 ２円 74 銭

増減額(Ｂ―Ａ) 402 238 156 163 ― 

増減率 2.7 ― 78.1 164.0 ― 

(ご参考)前第２四半期実績 

(平成22年３月期第２四半期) 
14,993 △1,014 △1,087 △1,118 △11 円 62 銭
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２． 平成 22 年 12 月期 業績予想数値の修正（平成 22 年４月１日～平成 22 年 12 月 31 日） 

（１）連結                                    （単位：百万円、％） 

 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） 

(平成 22 年５月 12 日発表) 
29,700 600 500 200 ２円 08 銭

今回修正予想(Ｂ) 28,000 300 0 △400 △４円 16 銭

増減額(Ｂ―Ａ) △1,700 △300 △500 △600 ― 

増減率 △5.7 △50.0 △100.0 ― ― 

(ご参考)前年実績 

(平成 22 年３月期) 
37,986 396 △199 93 ０円 97 銭

 

（２）個別                                    （単位：百万円、％） 

 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） 

(平成 22 年５月 12 日発表) 
23,300 200 400 300 ３円 12 銭

今回修正予想(Ｂ) 22,300 100 200 100 １円 04 銭

増減額(Ｂ―Ａ) △1,000 △100 △200 △200 ― 

増減率 △4.3 △50.0 △50.0 △66.7 ― 

(ご参考)前年実績 

(平成 22 年３月期) 
30,187 △35 △45 541 ５円 63 銭

 

３． 修正の理由 

① 第２四半期累計期間における予想数値と実績値との差異 

 連結は、売上高未達となりましたが、固定費の削減や原価低減活動を進めたこと等により、営業利益は前回予想を

上回ることとなりました。しかし、直近の急激な円高の影響を受け、決算評価替えによる為替差損が発生し、経常利

益は予想を下回る結果となっております。また、投資有価証券の評価損を計上したこと等により、四半期純利益を押

し下げております。 

 個別は、売上高の増加、固定費の削減等により、営業利益、経常利益、当期純利益が予想を上回る結果となりまし

た。 

 

 ② 通期業績予想の修正 

 連結は、売上高が前回予想を下回る見通しとなり、営業利益は前回予想より減少しております。下期想定レートを

１ＵＳ＄＝83 円に変更しており、第２四半期累計期間で発生した評価替えによる為替差損がそのまま通期業績予想に

も影響する前提から、経常利益はゼロ見通しとなりました。当期純利益につきましては、第２四半期累計期間で計上

した投資有価証券評価損等により、△４億円と予想しております。 

 個別は、売上高は前回予想を下回る見通しとなり、営業利益がやや下回る見通しに加え、第２四半期累計期間で発

生した為替差損の影響等を考慮し、経常利益は２億円、当期純利益は１億円と予想としております。 

 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいて算定しております。従って実際の業績は、業

況の変化などにより記載の予想とは大きく異なる場合があります。 
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● 配当予想の修正について 

 

年間配当金 
 

第２四半期末 期末 合計 

前回予想 
（平成 22 年５月 12 日発表） 

円 銭 

―  
円 銭 

―  
円 銭 

―  

今回修正予想  0.00 0.00  

当期実績 ―    

前期実績 
（平成 22 年 3 月期） 

―  0.00  0.00  

 
修正の理由 

 平成 22 年 12 月期（通期）において当期純利益が当初の予想を下回る見通しとなり、大変遺憾ながら期末配当につ

きましては、無配の予想に修正させて頂くことになりました。 

 

※ 上記の業績予想及び配当予想は、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数値と異なる場合があります。 

 

以 上  


