
 

 

平成20年10月29日 

 

各  位 

 

会 社 名 ＩＴホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長  岡本 晋 

（コード番号3626 東証第1部）

問合せ先 グループ広報部長 佐久間 巌 

（Tel.03-6738-7557）

 
当社子会社の業績予想の修正に関するお知らせ 

 
当社の子会社である株式会社アグレックス(東証第 1 部 コード番号 4799)、株式会社エス・イー・ラボ(ヘ

ラクレス コード番号4789)が、平成21年3月期第2四半期累計及び通期業績予想を別添資料のとおり修正い

たしましたのでお知らせいたします。 

 

当社の連結業績については、計画以上となる業績見込みの子会社もあることなどから、本件の影響を考慮し

ても全体的には計画に対して順調に推移しています。 

従いまして、本件による当社連結業績予想の修正はございません。 

 

尚、当社の平成21年3月期第2四半期の決算発表は、平成20年11月11日を予定しています。 

 

 

以  上 



平成21年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

平成21年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日) 

平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

平成20年10月29日
各 位 

上場会社名 株式会社 アグレックス

代表者 代表取締役社長 上野 昌夫

（コード番号 4799）

問合せ先責任者 取締役 専務執行役員 山口 勝規

（TEL 03-5321-9586）

業績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20年7月24日に公表した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 

（金額の単位：百万円）

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) 13,900 975 975 465 44.79

今回発表予想(B) 12,890 365 325 30 2.89

増減額(B-A) △1,010 △610 △650 △435 ―――

増減率(%) △7.3 △62.6 △66.7 △93.5 ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期）

12,474 929 898 458 43.68

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) 29,000 2,300 2,310 1,170 112.71

今回発表予想(B) 28,000 1,150 1,100 400 38.53

増減額(B-A) △1,000 △1,150 △1,210 △770 ―――

増減率(%) △3.4 △50.0 △52.4 △65.8 ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

25,558 2,079 2,123 998 95.27

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) 12,700 970 975 510 49.13

今回発表予想(B) 11,750 345 345 95 9.15

増減額(B-A) △950 △625 △630 △415 ―――

増減率(%) △7.5 △64.4 △64.6 △81.4 ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期）

11,869 960 971 537 51.19

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) 26,500 2,260 2,270 1,230 118.49

今回発表予想(B) 25,000 1,200 1,200 590 56.84

増減額(B-A) △1,500 △1,060 △1,070 △640 ―――

増減率(%) △5.7 △46.9 △47.1 △52.0 ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

24,343 2,080 2,111 890 84.96
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修正の理由 

１ 当第２四半期連結累計期間につきましては、金融系システム開発や運用系ＳＩが好調に推移したこと、子会社登録管理ネットワーク株

式会社の実績が当期より加わったことなどにより、売上については前年同期を上回る予定です。しかしながら、前期の利益に貢献した大

型高収益業務に代わる新規のＢＰＯ案件の立ち上げが遅れたことや、企業の投資意欲減退でパッケージ導入やシステム投資などの先送

り傾向が強まったことなどにより、利益面では前年同期を下回る見込みであります。 

 また、次のステージへの飛躍に向けて行った設備投資や人材投資によるコスト増に加え、貸倒損失の発生や持分法適用関連会社の赤

字も一時的に利益を圧迫する見込みであります。 

 

２ 通期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の業績予想を踏まえ、上記のとおり修正しております。 

 上期、種々の要因が重なり一時的な端境期となったＢＰＯは、上期に受注した大型案件が徐々に立ち上がってくることや複数の大型商

談がクロージングに向け進んでいることなどから、下期については着実に回復軌道をたどるものと見込まれます。また、運用系ＳＩにについ

ても景気の影響を受けにくいことから、引き続き堅調に推移する見通しであります。 

 利益面については、上期に発生した一時的なコスト要因がなくなることや、プロジェクト損益の向上に努めることなどにより、下期につい

ては改善する見込みであります。 

 

３  配当予想につきましては、平成20年７月24日公表の、年間26円（第２四半期末13円、期末13円）に変更はございません。 

 

※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、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可

能性があります。 

  
以 上
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平成 20 年 10 月 29 日 

各  位 

会 社 名 株式会社エス・イー・ラボ 
代 表 者 代表取締役社長 高橋 正行 
（コード番号 ４７８９ ヘラクレス） 
問 合 先 管理部長 髙瀨 林治 
電    話 ０３－６７３６－４７８９ 

 

 

業績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 20 年５月 14 日に公表した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 21 年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

 （単位：百万円）

  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) 1,485 57 57 11 2.90 

今回修正予想 (B) 1,490 △24 △21 △18 △4.90 

増 減 額 (B)-(A) 5 △81 △78 △29 － 

増 減 率 (%) 0.4 － － － － 

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成 20 年３月期第２四半期) 
1,305 56 56 24 6.52 

 

２．平成 21 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 （単位：百万円）

  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) 3,300 160 160 65 17.12 

今回修正予想 (B) 3,300 90 90 39 10.27 

増 減 額 (B)-(A) － △70 △70 △26 － 

増 減 率 (%) － △43.8 △43.8 △40.0 － 

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年３月期) 
3,279 169 166 94 24.96 

 

３．平成 21 年３月期第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

 （単位：百万円）

  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) 1,476 54 54 10 2.63 

今回修正予想 (B) 1,475 △18 △15 △13 △3.45 

増 減 額 (B)-(A) △0 △72 △69 △23 － 

増 減 率 (%) △0.0 － － － － 

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成 20 年３月期第２四半期) 
1,302 58 58 26 6.96 

 

 



 

４．平成 21 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 （単位：百万円）

  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) 3,280 150 150 62 16.33 

今回修正予想 (B) 3,280 85 85 38 10.01 

増 減 額 (B)-(A) － △65 △65 △24 － 

増 減 率 (%) － △43.3 △43.3 △38.7 － 

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年３月期) 
3,269 161 157 88 23.36 

 

５．修正理由 

第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び四半期純利益がそれぞれ△24 百万円（前回発表予想 57

百万円）、△21 百万（前回発表予想 57 百万円）及び△18 百万円（前回発表予想 11 百万円）、個別第２四半期

累計期間の営業利益、経常利益及び四半期純利益がそれぞれ△18 百万円（前回発表予想 54 百万円）、△15 百

万（前回発表予想 54 百万円）及び△13 百万円（前回発表予想 10 百万円）、となる見込みであり、前回発表予

想を修正いたします。 

当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高はほぼ計画通り推移したものの、パッケージ事業におけ

る Pliant2（自社の会計パッケージ製品）の内部統制対応のための機能強化に伴う原価増加等の影響により、

営業利益、経常利益及び四半期純利益は予想値を下回る見込であります。 
通期の連結業績予想につきましては、下期の受注は底堅く推移しておりますので、現時点の状況を踏まえ、

通期連結業績予想は上記のようになるものと予想しております。 
通期の個別業績につきましても、連結業績と同様の理由により修正いたします。 

 

６．配当について 

期末配当につきましては、当初予想のとおり１株当たり 10 円の配当を予定しております。 

 

※本資料に掲載されている業績予想は、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算出したもの

であり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

以上 
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