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平成 29 年 3 月期第 2 四半期業績予想と実績の差異 

および通期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 28年５月 13日に公表しました業績予想を下記のとおり修

正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 29年３月期第２四半期(累計)連結業績予想と実績との差異（平成 28年４月１日～平成 28年９月 30日） 

                     売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に 
帰属する 

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 円 銭 

前回発表予想(A) 8,915 △45 △116 △95 △12.59 

実績(B) 8,398 △180 △404 △502 △66.13 

増減額(B－A) △516 △135 △287 △406  

増減率(%) △5.8 ― ― ―  
(ご参考)前期第 2四半期実績 
(平成 28年 3月期第 2四半期) 

8,334 △474 △495 △620 △81.65 

 

平成 29年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 28 年４月１日～平成 29年３月 31日） 

                   売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に 
帰属する 
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 円 銭 

前回発表予想(A) 20,610 752 584 334 44.05 

今回修正予想(B) 19,886 830 645 284 37.39 

増減額(B－A) △724 78 61 △50  

増減率(%) △3.5 10.4 10.5 △15.1  
(ご参考)前期実績 
(平成 28年 3月期) 19,302 412 272 △152 △20.10 

 

 

 



 

平成 29年３月期第２四半期個別業績予想と実績との差異（平成 28年４月１日～平成 28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 円 銭 

前回発表予想(A) 6,975 △84 △56 △41 △5.42 

実績(B) 6,681 △25 △169 △112 △14.75 

増減額(B－A) △293 58 △113 △70  

増減率(%) △4.2 ― ― ―  
(ご参考)前期第 2四半期実績 
(平成 28年 3月期第 2四半期) 

6,569 △356 △282 △468 △61.62 

 

平成 29年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 28 年４月１日～平成 29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 円 銭 

前回発表予想(A) 16,500 585 590 353 46.55 

今回修正予想(B) 16,200 857 722 502 66.07 

増減額(B－A) △300 271 131 148  

増減率(%) △1.8 46.4 22.3 41.9  
(ご参考)前期実績 
(平成 28年 3月期) 15,800 469 503 42 5.61 

 

理由 

１．連結業績予想について 

（１）第２四半期累計期間 

 売上高につきましては個別業績予想と実績の差異に加え、連結子会社（株）オールライフメイト（介護関連事業）の計画未達に

より、前回予想に対し 5.8％減少の 8,398 百万円となりました。 

 損益につきましては、営業損失は前回予想に対し 135 百万円悪化し 180 百万円、経常損失は前回予想に対し 287 百万円悪化し

404 百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失は前回予想に対し 406 百万円悪化し 502 百万円となりました。 

 （なお、連結子会社（株）オールライフメイト（介護関連事業）の損益につきましては大幅未達となり、営業損失 175 百万円、

経常損失 163 百万円となりました。また四半期純損益につきましても、前連結会計年度末までに計上いたしました当連結子会社

分の繰延税金資産の回収可能性を検討いたしました結果、評価性引当額を設定することといたしました。その結果、当連結子会社

の四半期純損失は 299 百万円となりました。） 

（２）通期 

 売上高につきましては個別業績予想の修正に加え、連結子会社（株）オールライフメイト（介護関連事業）の計画未達により、

前回予想に対し 3.5％減少の 19,886 百万円を予想しております。 

 損益につきましては、営業利益は前回予想に対し 78 百万円増加の 830 百万円、経常利益は前回予想に対し 61 百万円増加の 645

百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想に対し 50 百万円減少の 284 百万円を予想しております。 

 （なお、連結子会社（株）オールライフメイト（介護関連事業）の通期につきましては、売上高 3,041 百万円、営業損失 221

百万円、経常損失 206 百万円、当期純損失 341 百万円を予想しております。） 

 

２．個別業績予想について 

（１）第２四半期累計期間 

 売上高につきましては運搬架台類、エンジンスターターなどが計画未達となり、前回予想に対し 4.2％減少の 6,681 百万円とな

りました。 

 営業損益につきましては人民元安（円高）の影響などにより原価率が改善し、営業損失は 25 百万円となりました。経常損益に

つきましては為替差損の発生により前回予想に対し 113 百万円悪化し、経常損失は 169 百万円となりました。その結果、四半期

純損益につきましては前回予想に対し 70 百万円悪化し、四半期純損失は 112 百万円となりました。 

（２）通期 

 売上高につきましては第２四半期の未達があり通期では前回予想に対し 1.8％減少の 16,200 百万円を予想しております。 

 損益につきましては引き続き原価率の改善が見込まれ、営業利益は前回予想に対し 271 百万円増加の 857 百万円、経常利益は

前回予想に対し 131 百万円増加の 722 百万円、当期純利益は前回予想に対し 148 百万円増加の 502 百万円を予想しております。 

 

 

 

※上記の業績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、当社としてその実現を約束する趣

旨のものではありません。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結果となる可能性があります。 

 

 

以  上 


