
（注）本資料に記載されている業績予想は、発表日現在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、今後の様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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平成 26 年 10 月 28 日 
各 位 
 

会 社 名  株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 
代 表 者 名  取締役社長 柴戸 隆成 
（コード番号 ８３５４ 東証第一部、福証） 
問 合 せ 先  経営企画部長 田上 裕二 
  （℡ 092-723-2502） 

 
連結業績予想の修正及び配当予想の修正（増配）に関するお知らせ 

 
最近の業績動向を踏まえ、平成 26 年５月 12 日に公表した平成 27 年３月期第２四半期 (累計)

の連結業績予想及び通期連結業績予想並びに普通株式の配当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 27 年３月期 第２四半期(累計)連結業績予想数値の修正（平成 26 年４月１日～平成 26

年９月 30 日） 

 

（１）修正内容 

 経常利益 中間純利益 
１株当たり 
中間純利益 

 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 26,000 15,500 17.89 
今回修正予想（Ｂ） 33,700 22,000 25.45 
増減額（Ｂ－Ａ） 7,700 6,500  
増 減 率（％） 29.6 41.9  

（参考）前年同期実績 
（平成 26 年３月期第２四半期） 

33,278 23,714 27.45 

 
（２）修正理由 

平成 27 年３月期第２四半期（中間期）の連結業績予想につきましては、信用コストが予想
を下回る見込みとなったことなどから、経常利益及び中間純利益について、前回予想比で上
方修正するものです。 

 
（ご参考） 

平成 27 年３月期第２四半期(中間期)の子銀行（単体）業績見込み （単位：億円）

 ３行単体合算 
   福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 
  前回予想比  前回予想比  前回予想比  前回予想比 

コア業務純益 355 ▲5 285 ▲3 32 1 37 ▲3
経常利益 388 63 310 33 33 14 45 16
中間純利益 291 57 208 28 52 20 31 9
信用コスト（▲） ▲47 ▲88 ▲31 ▲56 ▲5 ▲13 ▲11 ▲19

 



（注）本資料に記載されている業績予想は、発表日現在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、今後の様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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２．平成 27 年３月期 通期連結業績予想数値の修正（平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日） 

（１）修正内容 

 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 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 54,000 33,000 38.11 

今回修正予想（Ｂ） 59,500 36,000 41.60 

増減額（Ｂ－Ａ） 5,500 3,000  
増 減 率（％） 10.2 9.1  

（参考）前期実績 

（平成 26 年３月期） 
57,020 36,192 41.82 

 
（２）修正理由 

平成 27 年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期（中間期）の見直し等に沿っ
て上方修正するものであります。 

 

（ご参考） 

平成 27 年３月期（通期）の子銀行（単体）業績見込み （単位：億円）

 ３行単体合算 
   福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 
  前回予想比  前回予想比  前回予想比  前回予想比 

コア業務純益 720 0 572 5 65 ▲1 83 ▲5
経常利益 695 32 559 7 53 12 83 14
当期純利益 500 23 371 13 76 11 53 ▲1
信用コスト（▲） ▲8 ▲88 ▲6 ▲56 2 ▲13 ▲4 ▲19

 

３．平成 27 年３月期（第８期）配当予想の修正（普通株式） 

（１）修正内容 
 年間配当金 
 第 2 四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 

前回予想 5.50 5.50 11.00 

今回修正予想 6.00 6.00 12.00 

当期実績  
（参考）前期実績 
（平成 26 年３月期） 5.50 6.50 12.00 

 
（２）修正理由 

当社は、業績連動型の配当方式を設定し、安定配当をベースに連結当期純利益の水準に応
じて配当金をお支払いすることを基本方針としております。今回の業績修正により、普通株
式の配当金につきましては、中間、期末ともに 1株につき 6円（1株につき年間 12 円、前回
予想比＋１円）に上方修正いたします。 
なお、第一種優先株式の配当予想（年間 14 円（期末 7円））につきましては、変更ござい

ません。 



（注）本資料に記載されている業績予想は、発表日現在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、今後の様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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【配当金目安テーブル】 

連結当期純利益水準 １株当たり配当金目安 

400 億円超～ 年間 13 円～ 

350 億円超～400 億円以下 年間 12 円～ 

300 億円超～350 億円以下 年間 11 円～ 

250 億円超～300 億円以下 年間 10 円～ 

200 億円超～250 億円以下 年間 ９円～ 

150 億円超～200 億円以下 年間 ８円～ 

～150 億円以下 年間 ７円～ 

但し、事業展開やリスク環境等により変更することがあります。 
          

以 上 
 
 

＜本件に関するご照会先＞ 
㈱ふくおかフィナンシャルグループ 

経営企画部 財務グループ 
電話 092-723-2502 

 
 
 


