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平成 27年５月期第２四半期累計期間業績予想と実績値との差異および 
通期業績予想の修正ならびに期末配当予想の修正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年７月 18 日に公表いたしました平成 27 年５月期第２四半期累計期間（平成 26 年６月１日

～平成 26 年 11 月 30 日）の連結業績予想と本日公表の実績値に差異が生じましたのでお知らせいたします。

また、平成 26 年７月 18 日に公表しました平成 27 年５月期（平成 26 年６月１日～平成 27 年５月 31 日）の連

結および個別の業績予想を修正することとし、これにより、平成 26 年７月 18 日に公表した期末配当予想を修

正しますので、併せてお知らせいたします。 

記 

１．平成 27 年５月期第２四半期累計期間の連結業績予想値と実績値との差異 

  （平成 26 年６月１日～平成 26 年 11 月 30 日） 

【連結】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
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） 14,219 218 50 18 12.27 

今回の実績値（Ｂ） 14,101 35 △97 △117 △80.05 

増減額（Ｂ－Ａ） △118 △183 △147 △135  

増減率（％） △0.8 △83.9 － －  

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成 26 年５月期第２四半期)※ 
14,502 559 410 222 151.32 

【個別】 

 売上高 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 

四半期純利益 

 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 12,233 △30 △19 △12.95 

今回の実績値（Ｂ） 12,619 △219 △141 △96.76 

増減額（Ｂ－Ａ） 386 △189 △122  

増減率（％） 3.2 － －  

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成 26 年５月期第２四半期) ※ 
11,284 167 112 76.93 

※当社は、平成 26 年３月１日を効力発生日として当社普通株式１株を 100 株に分割しております。 

前期実績の１株当たり当期純利益は、当該期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。 

 



 

差異の理由 

 当第２四半期累計期間においては、戸建分譲住宅市場における厳しい受注環境の中、積極的な販売活

動を行い、住宅の販売戸数は前年同期並みを確保することができたことと、岐阜工場で製造する集成材

の販売量が増加したことにより、売上高はほぼ計画通りに進捗しました。しかしながら、住宅販売価格

の見直し等を行って在庫処理を進めたことと、集成材の販売単価が下落したこと、並びに集成材の材料

費が上昇したことにより、利益率が低下しました。これらを主因として、営業利益が予想値を下回るこ

とになり、経常利益および当期純利益も予想値を下回ることになりました。 

 

 

２．平成 27 年５月期通期業績予想の修正 （平成 26 年６月１日～平成 27 年５月 31 日） 

 【連結】 

 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） 34,251 1,062 732 456 310.80 

今回修正予想（Ｂ） 30,449 672 396 185 126.09 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,802 △390 △336 △271  

増減率（％） △11.1 △36.7 △45.9 △59.4  

(ご参考) 
前期実績(平成 26 年５月期)※ 29,465 863 560 185 126.11 

【個別】 

 売上高 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 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 28,948 441 278 189.48 

今回修正予想（Ｂ） 27,146 173 112 76.34 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,802 △268 △166  

増減率（％） △6.2 △60.8 △59.7  

(ご参考) 
前期実績(平成 26 年５月期)※ 24,644 178 △27 △18.64 

※当社は、平成 26 年３月１日を効力発生日として当社普通株式１株を 100 株に分割しております。 

前期実績の１株当たり当期純利益は、当該期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。 

 

修正の理由 

 当グループの主力事業であります住宅事業におきましては、平成 27 年 10 月に予定されていた消費税

率の引き上げが先送りされたこともあり、依然として厳しい受注環境が続くものと考えており、下半期

の住宅販売計画数を見直すことといたしました。一方、集成材市場におきましては、円安により原材料

コストが上昇していることを主因として、販売価格は上昇に転ずる見込みです。第２四半期累計期間の

業績値と予想値とに差異が生じたことと、今後の事業環境を総合的に勘案した結果、上記のとおり通期

業績予想を修正することといたしました。 

 

 

 



 

３．期末配当予想の修正 

 年間配当金 

基準日 第２四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 

前回予想 

（平成 26 年 7月 18 日公表） 
 62.00 62.00 

今回修正予想  25.00 25.00 

当期実績 0.00  －  

前期実績※ 

（平成 26 年５月期） 
0.00 25.00 25.00 

 

修正の理由 

 当社は、株主尊重の意義の重要性を念頭に、株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつと捉えて

おります。業績の動向や経営環境等を総合的に勘案し、将来の事業展開に備えて財務体質の強化のため

必要な内部留保と、バランスの取れた還元を実施する方針であります。連結配当性向については、20％

程度を基準としております。  

平成 27 年５月期の期末配当予想につきましては、今回、通期業績予想を修正することに伴い、誠に遺

憾ではございますが、1株当たり 25 円に修正させていただきます。 

 

 

（注）上記の予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づい

ており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 

 

以 上 


