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業績予想の修正に関するお知らせ 

 

最近の業績の動向を踏まえ、平成 19 年５月 15 日の決算発表時に公表しました平成 20 年３月期（平成

19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）の中間期及び通期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。 

なお、平成 20 年３月期配当予想には、修正はございません。 

記 

 

１.平成 20 年３月期中間連結業績予想数値の修正（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 
中間 

純利益 

１株当たり 

中間純利益 

前回発表予想（A) 3,509 210 185 100 5,006 円 71 銭 

今回修正予想（B) 2,971 111 85 40 2,032 円 83 銭 

増減額（B－A） △538 △98 △100 △59 △2,973 円 88 銭 

増減率（％） △15.3 △46.9 △54.2 △59.4 △59.4 

（ご参考）前年中間期実績 

前期（平成 19 年３月期中間） 
3,273 207 188 96 4,802 円 74 銭 

 

２.平成 20 年３月期中間個別業績予想数値の修正（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 
中間 

純利益 

１株当たり 

中間純利益 

前回発表予想（A) 3,423 216 196 112 5,577 円 09 銭 

今回修正予想（B) 2,873 119 98 61 3,036 円 51 銭 

増減額（B－A） △549 △96 △98 △51 △2,540 円 58 銭 

増減率（％） △16.1 △44.8 △49.7 △45.6 △45.6 

（ご参考）前年中間期実績 

前期（平成 19 年３月期中間） 
3,162 209 193 110 5,494 円 27 銭 

 



３.平成 20 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 19 年４月１日～平成 20 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 

前回発表予想（A) 8,544 673 623 355 17,667 円 74 銭 

今回修正予想（B) 7,235 341 289 158 7,846 円 62 銭 

増減額（B－A） △1,309 △332 △334 △197 △9,821 円 12 銭 

増減率（％） △15.3 △49.3 △53.6 △55.6 △55.6 

（ご参考） 

前期（平成 19 年３月期）実績 
7,824 639 601 342 17,039 円 95 銭 

 

４.平成 20 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 19 年４月１日～平成 20 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 

前回発表予想（A) 8,323 597 558 318 15,820 円 58 銭 

今回修正予想（B) 7,051 329 289 170 8,432 円 70 銭 

増減額（B－A） △1,272 △268 △269 △148 △7,387 円 88 銭 

増減率（％） △15.3 △44.9 △48.2 △46.7 △46.7 

（ご参考） 

前期（平成 19 年３月期）実績 
7,557 574 542 312 15,548 円 47 銭 

 

５.修正の理由 

（１） 当中間期の業績予想につきましては、堺市南区御池台の 105 区画分譲用地の開発工事の遅れが

あったこと、ならびに平成 19 年６月に施行された改正建築基準法による建築確認審査の厳格化の

影響を受け、建築着工ならびに販売の遅れがあり、売上高が当初予想を下回る見込みとなりまし

た。 

 営業利益ならびに中間純利益につきましても、売上高が予想を下回ること及び土地仕入原価の

上昇の影響もあり、当初予想を下回る見込みとなりました。 

 

（２） 通期の業績予想につきましても、当中間期の業績ならびに今後の建築計画・販売動向等を総合

的に検討した結果、当初予想を下回る予想となり修正するものです。 

 今後、当グループの経営理念であります「より良い家をより安く提供する」をモットーに地域

に密着し、高品質低価格な建売住宅の供給を行うことで、業績向上に邁進する所存であります。 

以上 

 

（注） 業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたもの

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場合があります。 

 


