
 

2008年10月10日 

各  位 

東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

株式会社プロパスト 

代表取締役社長ＣＥＯ 森 俊一 

(コード番号：3236) 

問い合わせ先 経営戦略部長 矢野 義晃 

電話 03－6891－3100 

 

2009年５月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2009 年５月期（2008 年６月１日～2009 年５月31 日）の業績予想

について、2008年７月10日付当社「2008年５月期 決算短信」において公表いたしました2009年５月期業績

予想及び配当予想を、下記のとおり修正することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
１．2009年５月期 業績予想の修正 

(1) 修正理由 

当社が属する不動産業界は、米国経済の停滞及び原油高を起因とする原材料高に大きく影響を受けてい

るということは否めません。米国経済はサブプライムローン問題を発端とする金融市場への不安が一段と

増してきており、未だ損失規模が計り知れない状況であり著しく不安定な状態にあります。原油高は高騰

局面に一服感がでてきておりますが、需給のバランスと原材料価格への影響を注視する必要があります。 

不動産業界全体としましては、米国発の世界的な金融市場の混乱と信用収縮に伴い、資金調達環境は更

に厳しい状況が続いており、不動産取引に多大な影響を与え、取引量の減少から地価及び物件価格の形成

にも大きく影響が現れ、不動産市況は急激に悪化してきております。マンション分譲については、原材料

の高騰、及び物件購入意欲の低下から価格調整圧力が強まっており収益率が圧迫される環境にあると認識

しております。 

このような環境下、当社におきましては、販売活動は概ね順調に推移しているものの、不動産市況の予

想以上の急激な悪化や販売先の資金調達難による影響を少なからず受けており、収益率の低下が否めない

状況になっております。このような外部環境の激変を踏まえ、当社が展開している各プロジェクトの評価

について全面的に見直しを行った結果、当期より適用の「棚卸資産の評価に関する会計基準」によるたな

卸資産評価損を売上原価に1,825百万円、特別損失に4,499百万円を計上したことにより、業績予想の修

正を行うことといたしました。 

上述のとおり現在は米国発の世界的な金融市場の混乱と信用収縮に伴い、資金調達環境は更に厳しい状

況が続いており、当社を取り巻く環境は非常に厳しいものがありますが、不動産市況の急激な環境悪化の

中において、安定的な経営を行い、来るべき環境好転のタイミングに成長戦略を描いていくためには、更

なる手元流動性の確保、財務体質の健全性向上、キャッシュ・フロー重視の経営を実践する必要があり、

今後、内部留保を手厚くした強固な財務基盤により、経営体質の強化を図ることが重要であると認識し、

企業価値の向上に邁進する所存であります。 

ご注意： 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な 

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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ご注意： 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な 

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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(2) 第２四半期（2008年６月１日～2008年11月30日）累計期間業績予想 

① 連結                                                         （単位：百万円） 

      売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 48,098  7,669 5,086  2,370 

今回修正（Ｂ） 50,026  9,175 7,003  2,132 

増減額（Ｂ－Ａ）  1,928  1,506 1,916  △238 

増減率（％）    4.0   19.6  37.7 △10.0 

 

② 個別                                                                        （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ）  47,958  7,636 5,417  2,562 

今回修正（Ｂ）  49,257  9,227 7,158  2,217 

増減額（Ｂ－Ａ）   1,299  1,591 1,741  △345 

増減率（％）     2.7   20.8  32.1 △13.5 

 

③ 修正理由 

当社は、2008年７月10日付「2008年５月期 決算短信」において、2009年５月期第２四半期連結累計

期間業績予想について、売上高48,098百万円、営業利益7,669百万円、経常利益5,086百万円、当期純

利益2,370百万円にてお知らせしております。 

今回の修正に関する売上高につきましては、前回予想比4.0％増の50,026 百万円であります。増加の

主な要因は、不動産開発事業において既に完売し12月引渡し予定であった流山おおたかの森プロジェク

トについて建築が工程どおり順調に進捗したことでの11月への前倒しと柏プロジェクト及び北戸田プロ

ジェクトの一部を前倒しで引渡し計上できたことであります。 

営業利益につきましては、前回予想比19.6％増の9,175 百万円であります。増加の主な要因は、上述

の売上高増加要因と同様、不動産開発事業において既に完売し12月引渡し予定であった流山おおたかの

森プロジェクトについて建築が工程どおり順調に進捗したことでの11月への前倒し、及び比較的大きな

プロジェクト利益を創出する複数の資産活性化事業プロジェクトの前倒し計上、報奨金を主とする人件費、

全社広告宣伝費等販売費及び一般管理費を抑制したことであります。 

経常利益につきましては、経常利益は前回予想比37.7％増の7,003 百万円であります。増加の主な要

因は、上述の営業利益における要因に加え、先行き不透明な不動産市況の動向を鑑み仕入活動を控えたこ

とでの支払利息等営業外費用の抑制が実現できたことであります。 

当期純利益につきましては、前回予想比10.0％減の2,132百万円であります。減少の主な要因は、「棚

卸資産の評価に関する会計基準」適用によるたな卸資産評価損計上及び物件の売買契約解除に備えた違約

損失引当金の計上による特別損失の発生であります。 

個別業績予想の修正理由につきましては、連結業績予想の修正と同様であります。売上高につきまして

は前回予想比2.7％増の49,257百万円、営業利益につきましては前回予想比20.8％増の9,227百万円、

経常利益につきましては前回予想比 32.1％増の 7,158 百万円、当期純利益につきましては前回予想比



ご注意： 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な 

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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13.5％減の2,217百万円となる見込みであります。 

 

(3) 通期（2008年６月１日～2009年５月31日）業績予想 

① 連結                                                          （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ）  169,173  18,879  13,462  7,228 

今回修正（Ｂ）  150,555  14,856  10,173  3,971 

増減額（Ｂ－Ａ） △18,617 △4,023 △3,288 △3,257 

増減率（％）   △11.0  △21.3  △24.4 △45.1 

 

② 個別                                                      （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ）  168,913  18,838  14,009   7,545 

今回修正（Ｂ）  149,787  15,039  10,611   4,219 

増減額（Ｂ－Ａ） △19,126 △3,799 △3,398 △3,325 

増減率（％）   △11.3  △20.2  △24.3  △44.1 

 

③ 修正理由 

当社は、2008年７月10日付「2008年５月期 決算短信」において、2009年５月期通期連結業績予想に

ついて、売上高169,173 百万円、営業利益18,879 百万円、経常利益13,462 百万円、当期純利益7,228

百万円にてお知らせしております。 

今回の修正に関する売上高につきましては、前回予想比11.0％減の150,555 百万円であります。事業

セグメントの内訳は、不動産開発事業において前回予想比2.3％減の71,063 百万円、資産活性化事業に

おいて前回予想比17.5％減の79,181百万円、賃貸その他事業において前回予想比35.0％減の311百万円

となっております。売上高減少の主な要因は、不動産市況の先行き不透明感と世界的な金融情勢の厳しさ

を鑑み、資産活性化事業において当初見込んでいた当期仕入予定案件を減額したことが大きな理由であり

ます。加えてキャッシュ・フロー重視による資産活性化事業プロジェクトの早期売却方針による売上金額

の低下があります。 

営業利益につきましては、前回予想比21.3％減の14,856百万円であります。減少の主な要因は、報奨

金を主とする人件費、全社広告宣伝費等販売費及び一般管理費を抑制しているものの、上述の売上高減少

要因と同様、キャッシュ・フロー重視による資産活性化事業プロジェクトの早期売却方針による利益率の

減少、及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用によるたな卸資産評価損の一部原価計上､並びに不

動産市況の先行き不透明感と世界的な金融情勢の厳しさを鑑み、当初見込んでいた当期仕入予定案件を減

額したことであります。 

経常利益につきましては、前回予想比24.4％減の10,173百万円であります。減少の主な要因は、先行

き不透明な不動産市況の動向を鑑み仕入活動を控えたことでの支払利息等営業外費用の抑制が実現でき

る見込みであるものの、上述の営業利益における要因と同様であります。 



ご注意： 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な 

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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当期純利益につきましては、前回予想比45.1％減の3,971百万円であります。減少の主な要因は、「棚

卸資産の評価に関する会計基準」適用によるたな卸資産評価損計上及び物件の売買契約解除に備えた違約

損失引当金の計上による特別損失の発生であります。 

個別業績予想の修正理由につきましては、連結業績予想の修正と同様であります。売上高につきまして

は前回予想比11.3％減の149,787百万円、営業利益につきましては前回予想比20.2％減の15,039百万円、

経常利益につきましては前回予想比 24.3％減の 10,611 百万円、当期純利益につきましては前回予想比

44.1％減の4,219百万円となる見込みであります。 

 

(4) ご参考：前期の実績（2007年６月１日～2008年５月31日）           （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通期 110,783 22,595 17,338 10,932 

 

 

２．2009年５月期 配当予想の修正 

(1) 修正内容 

 １株当たり配当金（円） 

基 準 日 第２四半期末 期末 年間 

前 回 予 想 

（2008年７月10日発表） 
1,500 1,500 3,000 

今 回 修 正 予 想   750   750 1,500 

前期（2008年５月期）実績 1,500 3,100 4,600 

 

(2) 修正理由 

当社は、利益配分につきまして、経営体質強化のための内部留保と成果配分を勘案し、基本方針として、

通期での配当性向15％を基準として、継続的かつ安定的に実施することとしております。 

現在は米国発の世界的な金融市場の混乱と信用収縮に伴い、資金調達環境は更に厳しい状況が続いてお

り、また不動産市況の急激な環境悪化の中において、安定的な経営を行い、来るべき環境好転のタイミン

グに成長戦略を描いていくためには、更なる手元流動性の確保、財務体質の健全性向上、キャッシュ・フ

ロー重視の経営を実践し、内部留保を手厚くした強固な財務基盤により、経営体質の強化を図ることが重

要であると判断しております。 

2009年５月期の当期純利益につきましては、前回予想から減額となることに伴い、上記方針を踏まえ、

配当予想につきましても誠に遺憾ながら、第２四半期末及び期末配当はそれぞれ前回予想の1,500円から

750円の減額とさせて頂き、年間配当予想は1,500円とさせて頂くことといたしました。 

 

以 上 


