
 
 

 
平成22年11月11日 

各 位                           
会社名   株式会社ハークスレイ 
代表者名  代表取締役会長 青木 達也 
（コード番号：７５６１ 東証・大証一部） 

                            問合わせ先 常務取締役管理統括部長 佐子 弘和 
Ｔ Ｅ Ｌ  ０６（６３７６）８０８８ 

 

業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 

 
 最近の業績動向を踏まえ、平成22年５月13日に公表した業績予想及び配当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 
（単位：百万円） 

１．業績予想の修正について 

(1)平成 23 年３月期第２四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成 22 年４月 1日～平成 22 年９月 30 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 

前回発表予想（Ａ） 33,100 640 820 300 30.04 

今回修正予想（Ｂ） 30,001 88 364 35 3.57 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,099 △552 △456 △265 － 

増減率（％） △9.4 △86.2 △55.6 △88.3 － 

（ご参考）前期第２四半期実績

（平成 22 年３月期第２四半期） 
34,406 △51 △78 △320 △32.11 

 

(2)平成 23 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 22 年４月 1 日～平成 23 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 

前回発表予想（Ａ） 66,200 1,740 1,940 1,040 104.15 

今回修正予想（Ｂ） 59,530 595 1,105 400 40.06 

増減額（Ｂ－Ａ） △6,670 △1,145 △835 △640 － 

増減率（％） △10.1 △65.8 △43.0 △61.5 － 

前期実績 

（平成 22 年３月期） 
66,059 43 93 △409 △41.00 

 

(3)平成 23 年３月期第２四半期（累計）個別業績予想数値の修正（平成 22 年４月 1日～平成 22 年９月 30 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 

前回発表予想（Ａ） 12,910 490 670 330 33.03 

今回修正予想（Ｂ） 11,484 425 606 319 32.01 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,426 △65 △64 △11 － 

増減率（％） △11.0 △13.3 △9.6 △3.3 － 

前期実績 

（平成 22 年３月期第２四半期） 
12,465 642 774 441 44.20 

 

(4)平成 23 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 22 年４月 1 日～平成 23 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 

前回発表予想（Ａ） 26,110 1,190 1,360 950 95.08 

今回修正予想（Ｂ） 23,000 990 1,310 710 71.06 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,110 △200 △50 △240 － 

増減率（％） △11.9 △16.8 △3.7 △25.3 － 

前期実績 

（平成 22 年３月期） 
24,826 1,126 1,363 △515 △51.56 



 
 

 

(5)修正の理由 

デフレ状況、先行き不透明感等により消費マインドが萎縮する中、当社グループにおいてもその影響を受け、第２

四半期においては、期初の計画に対し連結売上高および個別売上高とも減少する見込みとなりました。この環境の変

化に対し、当社および当社グループ全体で原価、経費等の見直しを図り、営業利益、経常利益、当期純利益は、いず

れも黒字に転換いたしました。しかしながら、期初の計画に対しては、平成 22 年 10 月 15 日付にて開示いたしました

「債権の取立不能のおそれに関するお知らせ」における不良資産の発生に対し、より保守的な会計処理を適用するた

め、売上高同様に、営業利益、経常利益、当期純利益の前回発表予想を修正いたします。 

また、通期の業績予想につきましても、この第２四半期の結果とともに、デフレ状況、節約志向の消費者動向は継

続するものと判断し、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも前回発表予想を修正いたします。 

 

 
２．配当予想の修正について 

(1)修正の内容 

年間配当金 

 第 1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 期末 合計 

前回修正予想 

（平成 22 年５月 13 日発表） 

円 銭 

－ 

円 銭 

15.00 

円 銭 

－ 

円 銭 

15.00 

円 銭 

30.00 

今回修正予想 － 6.00 － 6.00 12.00 

当期実績 － － － － － 

前期（平成 22 年 3月期）実績 － 20.00 － 20.00 40.00 

 

(2)修正の理由 

配当金につきましては、連結配当性向 30％をメルクマールとしており、業績予想の修正に伴い、配当予想を修正す

るものであります。 

 

 

(注) 上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は種々

の要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

 

以上 

 

 


