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業績予想との差異及び業績予想の修正並びに剰余金の配当に関するお知らせ 

 

平成 23年５月 13日に公表しました平成 24年３月期第２四半期（累計）の業績予想と実績に差異

が発生しましたのでお知らせいたします。また、平成 24年３月期業績予想の修正及び剰余金の配当

を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．業績予想との差異について 

平成 24年３月期第２四半期（累計）連結業績予想との差異 

（平成 23年４月１日～平成 23年９月 30日）             （金額の単位：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） 13,000  980  1,030  610  22.87円  

実 績 値（Ｂ） 11,101  801  609  287  10.78円  

差 額（Ｂ－Ａ） △1,898  △178  △420  △322   

差 額 率（％） △14.6  △18.2  △40.8  △52.9   

（ご参考） 

前期第２四半期実績 
12,233  746  674  291  10.93円  

 

平成 24年３月期第２四半期（累計）個別業績予想との差異 

（平成 23年４月１日～平成 23年９月 30日）             （金額の単位：百万円） 

 売 上 高 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） 12,100  960  560  20.99円  

実 績 値（Ｂ） 10,329  670  290  10.87円  

差 額（Ｂ－Ａ） △1,770  △289  △269   

差 額 率（％） △14.6  △30.1  △48.2   

 

 

 

 

 



業績の差異の理由 

主力製品のタッチパネル用ハードコートフィルムの販売が当初予想を下回ったため、売上高に差

異が生じました。 

また、利益面においては、売上高の減少による売上総利益の減少及び円高の進行による為替差損

の発生により当初予想と大きな差異が生じました。 

 

 

２．業績予想の修正について 

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）             （金額の単位：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） 26,100  2,100  2,210  1,210  45.36  

今回修正予想（Ｂ） 23,500  1,850  1,700  880  32.99  

増減額（Ｂ－Ａ） △2,600  △250  △510  △330   

増 減 率（％） △10.0  △11.9  △23.1  △27.3   

（ご参考）前期実績 

（平成 23年３月期） 
24,784  1,534  1,515  834  31.28  

 

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）             （金額の単位：百万円） 

 売 上 高 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） 24,200  2,100  1,120  41.99  

今回修正予想（Ｂ） 22,100  1,850  1,000  37.49  

増減額（Ｂ－Ａ） △2,100  △250  △120   

増 減 率（％） △8.7  △11.9  △10.7   

（ご参考）前期実績 

（平成 23年３月期） 
23,136  1,668  823  30.84  

 

修正の理由 

第２四半期連結業績が当初予想を大きく下回ったため、通期連結及び個別業績予想数値を修正す

るものであります。 

なお、主力製品のタッチパネル用ハードコートフィルムの販売は引き続き堅調に推移するものと

見込まれ、利益面では、第３四半期以降はほぼ当初予想どおりの水準を確保できるものと想定して

おります。 

 

 

※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より作成したものです。実際の業

績は、様々な要因により記載の予想値とは異なる結果となる可能性があります。 

 

 

 

 



３．剰余金の配当に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23年 10月 27日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 23年９月 30日を基

準日とする剰余金の配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

 

（１）配当の内容 

 決定額 
直近の配当予想 

（平成23年５月13日公表） 

前期実績 

（平成 23年３月期） 

基 準 日 平成 23年９月 30日 平成 23年９月 30日 平成 22年９月 30 日 

１株当たり 

配 当 金 
４円 00銭 ５円 00銭 ３円 00銭 

配当金総額 106百万円 － 80百万円 

効力発生日 平成 23年 12月９日 － 平成 22年 12月 10日 

配 当 原 資 利益剰余金 － 利益剰余金 

 

理由 

当社は、連結ベースでの業績に応じた利益の配分を基本とし、連結ベースでの業績に応じた利益

配分の指標としましては、年間連結配当性向20％以上を基準としております。 

今回、平成24年３月期第２四半期連結業績が当初予想を大きく下回ることになり、誠に遺憾では

ございますが、平成24年３月期中間配当金額を４円に修正させていただきたく存じます。 

なお、期末配当金につきましては、当初予想どおり５円を予定しております。 

 

 

※ 配当予想は次のとおりとします。 

 1株当たり配当金（円） 

基準日 第２四半期末 期末 合計 

配当予想  ５円 00銭 ９円 00銭 

当期実績 ４円 00 銭   

前期実績 

（平成 23年３月期） 
３円 00 銭 ４円 00銭 ７円 00銭 

 

以上 

 


