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 （ＴＥＬ ０３－３６３９－３３０１） 
 

平成 18 年９月期業績予想の修正に関するお知らせ 
 
 最近の業績の動向等を踏まえ、昨年 11 月 17 日の決算発表時に公表した平成 18 年９月期
中間期（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年３月 31 日）及び平成 18 年９月期通期（平成 17
年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日）の個別、連結の業績予想を下記のとおり修正いたしま
したのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．平成 18 年９月期中間個別業績予想の修正（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年３月 31 日） 

  （単位：百万円）

 売上高 経常利益 中間純利益 
前回発表予想（Ａ） 

（平成 17年 11 月 17 日 発表）
5,900 220 30 

今回修正予想（Ｂ） 5,681 △31 △107 

増減額（Ｂ－Ａ） △219 △251 △137 

増減率 △3.7% － － 

（ご参考） 
前中間期実績（平成 17 年３月期個別）

 
6,385

 
254

 
178

 
【修正の理由】 
 平成 18 年 9 月期中間個別業績は、公共事業投資予算縮減の影響を受け、受注高が減
少したことにより売上高が 5,681 百万円と前回予想を下回ります。また、価格競争の
激化、受注単価の低下により、経常利益が△31 百万円、中間純利益が△107 百万円と
それぞれ前回予想を下回る見込みです。 

 
２．平成 18 年９月期中間連結業績予想の修正（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年３月 31 日） 

  （単位：百万円）

 売上高 経常利益 中間純利益 
前回発表予想（Ａ） 

（平成 17年 11 月 17 日 発表）
6,200 200 20 

今回修正予想（Ｂ） 5,959 △32 △145 

増減額（Ｂ－Ａ） △241 △232 △165 

増減率 △3.9% － － 

（ご参考） 
前中間期実績（平成 17 年３月期連結）

 
6,659

 
284

 
180

 
【修正の理由】 
 平成 18 年 9 月期中間連結業績は、公共事業投資予算縮減の影響を受け、受注高が減
少したことにより売上高が 5,959 百万円と前回予想を下回ります。また、価格競争の
激化、受注単価の低下により、経常利益が△32 百万円、中間純利益が△145 百万円と
それぞれ前回予想を下回る見込みです。 



３．平成 18 年９月期通期個別業績予想の修正（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日） 
  （単位：百万円）

 売上高 経常利益 当期純利益 
前回発表予想（Ａ） 

（平成 17年 11 月 17 日 発表）
13,000 370 110 

今回修正予想（Ｂ） 12,600 300 50 

増減額（Ｂ－Ａ） △400 △70 △60 

増減率 △3.1% △18.9% △54.5% 

（ご参考） 
前期実績（平成 17 年 9月期個別）

 
13,929

 
500

 
302

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 5 円 32 銭 
 
【修正の理由】 
 平成 18 年 9 月期通期個別業績は、公共事業投資予算縮減により受注高の減少が予測
され、売上高が 12,600 百万円と前回予想を下回る見込です。また、価格競争の激化、
受注単価の低下により、経常利益が 300 百万円、当期純利益が 50 百万円とそれぞれ前
回予想を下回る見込みです。 
  

４．平成 18 年９月期通期連結業績予想の修正（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日） 
  （単位：百万円）

 売上高 経常利益 当期純利益 
前回発表予想（Ａ） 

（平成 17年 11 月 17 日 発表）
13,500 400 140 

今回修正予想（Ｂ） 13,000 320 100 

増減額（Ｂ－Ａ） △500 △80 △40 

増減率 △3.7% △20.0% △28．6% 

（ご参考） 
前期実績（平成 17 年 9月期連結）

 
14,445

 
577

 
322

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 10 円 64 銭 
 
【修正の理由】 
 平成 18 年 9 月期通期連結業績は、公共事業投資予算縮減により受注高の減少が予測
され、売上高が 13,000 百万円と前回予想を下回る見込です。また、価格競争の激化、
受注単価の低下により、経常利益が 320 百万円、当期純利益が 100 百万円とそれぞれ
前回予想を下回る見込みです。 

 
以  上 


