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平成 28 年３月期第２四半期累計期間業績予想および 
平成 28 年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 平成 27 年５月 12 日に公表いたしました平成 28 年３月期第２四半期累計期間（平成 27 年４月１日～平成

27 年９月 30 日）および平成 28 年 3 月期通期（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日）の業績予想を下

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．平成 28 年３月期第２四半期（累計）業績予想の修正 

（１）第２四半期連結累計期間（平成 27 年４月１日～平成 27 年９月 30 日） 

１株当たり  
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 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） 43,800 3,300 3,200 2,100 107.26

今回発表予想（B） 44,700 2,550 2,490 1,470 75.08

増 減 額（B－A） 900 △750 △710 △630 

増 減 率（％） 2.1 △22.7 △22.2 △30.0 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 27 年３月期第２四半期） 
39,625  1,763 2,043 727 37.15

 

（２）第２四半期個別累計期間（平成 27 年４月１日～平成 27 年９月 30 日） 

１株当たり  
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

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） 22,200 1,200 1,700 1,300 67.01

今回発表予想（B） 22,500 780 1,500 1,150 59.28

増 減 額（B－A） 300 △420 △200 △150 

増 減 率（％） 1.4 △35.0 △11.8 △11.5 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 27 年３月期第２四半期） 
21,981 748 1,514 1,130 57.75
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２．平成 28 年３月期通期業績予想の修正 

（１）平成 28 年３月期連結業績予想数値（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日） 

１株当たり  
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 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） 89,000 7,100 7,000 4,700 240.05

今回修正発表（B） 91,400 6,440 6,470 4,500 229.84

増 減 額（B－A） 2,400 △660 △530 △200 

増 減 率（％） 2.7 △9.3 △7.6 △4.3 

（ご参考）前期実績 

（平成 27 年３月期） 
87,986 4,568 4,358 2,097 107.13

 

（２）平成 28 年３月期個別業績予想数値（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日） 

１株当たり  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

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） 44,500 2,300 4,200 3,300 169.16

今回修正発表（B） 45,300 1,960 4,400 3,480 178.39

増 減 額（B－A） 800 △340 200 180 

増 減 率（％） 1.8 △14.8 4.8 5.5 

（ご参考）前期実績 

（平成 27 年３月期） 
44,821 1,657 4,436 3,484 177.97

 

３．予想数値修正の理由 

 個別における業績予想につきましては、年初に営業外に見込んでおりました費用を精査した結果、営業費用に計

上するのが妥当と判断したことにより、営業利益減となりました。また、上期に見込んでおりました子会社からの

配当の時期を下期に見直したことにより、上期経常利益につきましても減益となっております。 

 第２四半期（累計）の連結業績予想につきましては、上記個別業績予想の修正に加え、中国子会社の第１四半期

利益計画の未達による業績予想の見直しを行ったことにより、連結業績においても営業利益、経常利益、四半期純

利益において当初の予想を見直しております。 

 通期の業績予想につきましても最新の進捗状況を踏まえて見直しを行い、予想数値を修正いたします。 

 

 （注）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する 

一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 

以  上 


