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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 23 年５月 16 日に公表いたしました業績予想を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 

１．連結 
(1)平成 24 年３月期第２四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日） 

（金額単位：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） 7,400 △250 △230 △180 △10 円 18 銭

今回発表予想（Ｂ） 7,006 △93 △77 △130 △７円 36 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △394 157 153 50 －

増減率（％） △5.3 － － － －

（ご参考）前年同期実績 

（平成 23 年３月期 

第２四半期連結累計期間） 

6,006 △211 △195 △336 △19 円５銭

 

(2)平成 24 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

（金額単位：百万円） 

 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） 18,300 300 310 160 ９円４銭

今回発表予想（Ｂ） 22,400 780 790 8,900 396 円 53 銭

増減額（Ｂ－Ａ） 4,100 480 480 8,740 －

増減率（％） － － － － －

（ご参考）前期実績 

（平成 23 年３月期） 
15,339 374 415 21 １円 20 銭

（注）平成 23 年 10 月１日付の合併は、企業結合会計の逆取得に該当するため、通期連結業績予想については、上記

１（1）の第２四半期（累計）連結業績予想は含まれず、旧東京エコン建鉄㈱のみの平成 23 年４月１日～平成 23

年９月 30 日の連結業績予想に、合併新会社の平成 23 年 10 月１日～平成 24 年３月 31 日の連結業績予想を合算し

たものとなります。 

 



 

２．個別 

(1)平成 24 年３月期第２四半期（累計）個別業績予想数値の修正（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日） 

（金額単位：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） 5,200 △150 △130 △120 △６円 78 銭

今回発表予想（Ｂ） 5,149 85 136 24 １円 37 銭

増減額（Ｂ－Ａ） △51 235 266 144 －

増減率（％） △1.0 － － － －

（ご参考）前年同期実績 

（平成 23 年３月期 

第２四半期累計期間） 

4,212 △92 △79 △97 △５円 51 銭

 

(2)平成 24 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

（金額単位：百万円） 

 
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） 12,600 180 200 50 ２円 83 銭

今回発表予想（Ｂ） 18,200 500 550 △80 △３円 27 銭

増減額（Ｂ－Ａ） 5,600 320 350 △130 －

増減率（％） － － － － －

（ご参考）前期実績 

（平成 23 年３月期） 
10,776 334 355 131 ７円 43 銭

（注）平成 23 年 10 月１日付の合併により、通期個別業績予想については、上記２（1）の第２四半期（累計）個別

業績予想に、合併新会社の平成 23 年 10 月１日～平成 24 年３月 31 日の個別業績予想を合算したものとなります。 

 

３．修正の理由 

(1) 第２四半期累計期間（連結・個別） 

売上高は、連結・個別とも減収の見通しであります。 

営業利益、経常利益及び当期純利益は、プロジェクト利益率の改善と販管費の減少等により改善し、個別は

黒字転換・連結は赤字幅圧縮となる見通しであります。 

 

(2) 通期（連結） 

  平成 23 年 10 月１日を効力発生日とした旧東京エコン建鉄㈱との合併（以下、本合併）は、本日（平成 23

年 10 月 25 日）別途公表しております「特別利益、特別損失の計上に関するお知らせ １．特別利益（負のの

れん発生益）の計上」に記載の通り、連結財務諸表上は「逆取得」に該当するため、従来公表した数値からは、

旧東京エコン建鉄㈱の平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日の連結業績予想が追加され、上記１（1）の当

社の第２四半期（累計）連結業績予想が除外されることとなります。 

  上記事項に今回数値の見直しを行った結果、売上高は 22,400 百万円、営業利益は 780 百万円、経常利益は

790 百万円となる見通しであります。 

  当期純利益につきましては、「特別利益、特別損失の計上に関するお知らせ」に記載の通り、負ののれん発

生益の特別利益、工場再編損失・退職給付費用・合併関連費用等の特別損失の発生等が見込まれることから、

8,900 百万円となる見通しであります。 

 



 

(3) 通期（個別） 

  本合併により、個別財務諸表上は、吸収合併存続会社である当社に吸収合併消滅会社である旧東京エコン建

鉄㈱が追加されることになりますので、従来公表した数値からは旧東京エコン建鉄㈱の平成 23 年 10 月１日～

平成 24 年３月 31 日の個別業績予想が追加されることとなります。 

  上記事項に今回数値の見直しを行った結果、売上高は 18,200 百万円、営業利益は 500 百万円、経常利益は

550 百万円となる見通しであります。 

  当期純損益につきましては、「特別利益、特別損失の計上に関するお知らせ」に記載の通り、工場再編損失・

退職給付費用・合併関連費用等の特別損失の発生等が見込まれることから、80 百万円の赤字となる見通しで

あります。 

 

（注）上記予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、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可能性があります。 

以 上 


