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（訂正）2021 年５月期第２四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関する 

お知らせの一部修正について 

 

2021年１月 12日に公表いたしました 2021年５月期第２四半期業績予想と実績値との差異及び通

期業績予想の修正に関するお知らせにおいて、記載事項の一部に誤りがありましたので、下記の

とおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。 

 
記 
 

【訂正前】 

１． 業績予想と実績値との差異 

(１）2021 年５月期第２四半期（累計）連結業績予想と実績値との差異（2020年６月１日～2020年 11

月 30日） 

 

売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰

属する当期純損

失（△） 

1 株当たり当期

純損失（△） 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 773 △59 △59 △61 △65.59 

今回実績（Ｂ） 736 △90 △38 △81 △86.59 

増減額（Ｂ-Ａ） △37 △31 21 △20  

増減率（％） △4.8％ － － －  

(ご参考)前期実績 

(2020 年５月期第２四半期) 
781 △31 △31 △24 △26.55 

【訂正後】 

１． 業績予想と実績値との差異 

(１）2021 年５月期第２四半期（累計）連結業績予想と実績値との差異（2020年６月１日～2020年 11

月 30日） 

 

売上高 
営業利益又は 

営業損失（△） 

経常利益又は 

経常損失（△） 

親会社株主に帰

属する当期純利

益又は当期純損

失（△） 

1 株当たり当期

純利益又は 1 株

当たり当期純損

失（△） 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 773 △59 △59 △61 △65.59 

今回実績（Ｂ） 736 △90 △38 △81 △86.59 

増減額（Ｂ-Ａ） △37 △31 21 △20  

増減率（％） △4.8％ － － －  

(ご参考)前期実績 

(2020 年５月期第２四半期) 
781 △31 △31 △24 △26.55 

 

 

 

 



 

【訂正前】 

(２）2021 年５月期第２四半期（累計）個別業績予想と実績値との差異（2020年６月１日～2020年 11

月 30日） 

 
売上高 営業利益 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 

1 株当たり当期純

損失（△） 

 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 699 △64 △65 △69.46 

今回実績（Ｂ） 649 △98 △87 △93.00 

増減額（Ｂ-Ａ） △50 △34 △22  

増減率（％） △7.2％ － －  

(ご参考)前期実績 

(2020 年５月期第２四半期) 
705 △37 △28 △30.90 

【訂正後】 

(２）2021 年５月期第２四半期（累計）個別業績予想と実績値との差異（2020年６月１日～2020年 11

月 30日） 

 

売上高 
経常利益又は 

経常損失（△） 

親会社株主に帰属す

る当期純利益又当期

純損失（△） 

1 株当たり当期純利

益又は 1株当たり当

期純損失（△） 

 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 699 △64 △65 △69.46 

今回実績（Ｂ） 649 △45 △87 △93.00 

増減額（Ｂ-Ａ） △50 19 △22  

増減率（％） △7.2％ － －  

(ご参考)前期実績 

(2020 年５月期第２四半期) 
705 △37 △28 △30.90 

 

【訂正前】 

２．通期業績予想の修正 

(１）2021年５月期通期連結業績予想の修正（2020年６月１日～2021年５月 31日） 

 

売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰

属する当期純損

失（△） 

1 株当たり当期

純損失（△） 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 1,615 △40 △38 △40 △43.19 

今回修正予想（Ｂ） 1,463 △216 △147 △192 △212.46 

増減額（Ｂ-Ａ） △152 △176 △109 △152  

増減率（％） △9.4％ － － －  

(ご参考)前期実績 

(2020 年５月期) 
1,512 △63 △64 △67 △71.89 

【訂正後】 

２．通期業績予想の修正 

(１）2021年５月期通期連結業績予想の修正（2020年６月１日～2021年５月 31日） 

 

売上高 
営業利益又は 

営業損失（△） 

経常利益又は 

経常損失（△） 

親会社株主に帰

属する当期純利

益又は当期純損

失（△） 

1 株当たり当期

純利益又は 1 株

当たり当期純損

失（△） 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 1,615 △40 △38 △40 △43.19 

今回修正予想（Ｂ） 1,463 △216 △147 △192 △212.46 

増減額（Ｂ-Ａ） △152 △176 △109 △152  

増減率（％） △9.4％ － － －  

(ご参考)前期実績 

(2020 年５月期) 
1,512 △63 △64 △67 △71.89 



 

【訂正前】 

(２）2021年５月期通期個別業績予想の修正（2020年６月１日～2021年５月 31日） 

 
売上高 営業利益 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 

1 株当たり当期純

損失（△） 

 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 1,485 △42 △43 △46.77 

今回修正予想（Ｂ） 1,291 △227 △199 △204.59 

増減額（Ｂ-Ａ） △194 △185 △156  

増減率（％） △13.1％ － －  

(ご参考)前期実績 

(2020 年５月期) 
1,409 △65 △68 △72.53 

 

【訂正後】 

(２）2021年５月期通期個別業績予想の修正（2020年６月１日～2021年５月 31日） 

 

売上高 
経常利益又は 

経常損失（△） 

親会社株主に帰属す

る当期純利益又当期

純損失（△） 

1 株当たり当期純利

益又は 1株当たり当

期純損失（△） 

 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 1,485 △42 △43 △46.77 

今回修正予想（Ｂ） 1,291 △158 △199 △204.59 

増減額（Ｂ-Ａ） △194 △116 △156  

増減率（％） △13.1％ － －  

(ご参考)前期実績 

(2020 年５月期) 
1,409 △65 △68 △72.53 

 

 

以上 


