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記念配当を含む剰余金の配当および 

平成 28 年３月期の配当予想に関するお知らせ 
 

当社は、平成 27 年５月７日開催の取締役会において、平成 27 年３月 31 日を基準日とする剰余金

の配当（１株当たり配当）について、記念配当５円の増配を行うことを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

なお、本案は平成 27 年６月 18 日に開催予定の第 33 期定時株主総会に付議する予定であります。 

また、平成 27 年５月７日の適時開示「平成 28 年３月期決算短信」に記載のとおり、平成 28 年３

月期の第２四半期末配当（中間配当）および期末配当の予想を、中間配当 25 円（普通配当 20 円、

記念配当５円）、期末配当 20 円といたしましたのであわせてお知らせいたします。 

 

記 

１．記念配当の実施の理由 

当社は、平成 26 年 1 月に、今後の成長領域と期待されるデータ活用分野に強みを持つ株式会社ビ

ーコン インフォメーション テクノロジー（以下、ビーコン IT）を連結子会社としました。その後、

当社グループは、平成 26 年度を新事業体制の構築元年と位置付け、環境変化に適応すべく事業基盤

の強化施策を推進してきました。そして、施策の進捗状況と今後の見通しから、早期に合併への道

筋も見えることとなり、平成 27 年４月１日にビーコン IT との合併を迎えることができました。 

つきましては、株主の皆さまのご支援にお応えするため、平成 27 年３月期末と平成 28 年３月期

第２四半期末の２回にわたり、合併記念配当を行うことといたしました。 

平成 27 年３月期の期末配当は、従来の普通配当 17 円 50 銭に合併記念配当として５円を加え、22

円 50 銭に増額することといたしました。 

これにより、平成 27 年３月期の１株当たり年間配当は、中間配当 17 円 50 銭を含めて 40 円 00 銭

となる予定です。 

なお、当社は平成 27 年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っており、上記配当

額は当該株式分割を考慮した金額を記載しています。当該株式分割を考慮しない場合、中間配当 35

円、期末配当 45 円（普通配当 35 円、合併記念配当 10 円）、年間配当 80 円となります。 

 

２．平成 28 年３月期の配当予想の理由 

当社は、長期的な観点から企業価値の増大に努めるとともに、株主の皆さまに長期にわたって安

定的な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識しております。 

配当による利益還元につきましては、将来の成長に必要な投資と健全な財務体質の維持向上に充

てる内部留保の水準等を総合的に考慮したうえで、連結配当性向 30％以上を目処として年間配当額

を決定し、中間および期末配当を継続して実施することを上場以来の基本方針としております。 

上記の合併記念の主旨および当期の業績予想を踏まえて、平成 27 年３月期の普通配当の実績およ

び見込である 17 円 50 銭にそれぞれ２円 50 銭を加え、平成 28 年３月期の１株当たり配当予想を中

間配当 25 円（普通配当 20 円、記念配当５円）、期末配当 20 円、年間配当は 45 円といたします。
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３．平成 27 年３月期の期末配当の内容 

 
決議事項 

直近の配当予想 

(平成26年11月６日公表)

前期実績 

（平成 26 年３月期）

基 準 日 平成 27 年３月 31 日 同左 平成 26 年３月 31 日 

１株当たり配当 
22 円 50 銭 

（記念配当 5円を含む）
17 円 50 銭 15 円 00 銭 

配当金の総額 171 百万円 － 118 百万円 

効力発生日 平成 27 年６月 19 日 － 平成 26 年６月 19 日 

配当原資 利益剰余金 － 利益剰余金 

※ 決議事項は、平成 27 年６月 18 日開催予定の第 33 期定時株主総会に付議する予定です。 

※ 当社は、平成 27 年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いました。期末配当

金の直近予想ならびに前期実績は、当該株式分割を考慮した金額を記載しています。 

 

 

 ４．平成 28 年３月期の配当予想の内訳 

 １株当たり配当金 

第２四半期末 

（中間配当） 
期末 年間 

１株当たり配当 
25 円 00 銭 

（記念配当５円を含む）
20 円 00 銭 45 円 00 銭 

 ※ 平成 28 年３月期の配当予想については、普通配当として、平成 27 年３月期の普通配当の実績 

および見込である 17 円 50 銭にそれぞれ２円 50 銭を加え 20 円 00 銭とし、中間配当 25 円（普

通配当 20 円 00 銭、合併記念配当５円 00 銭）、期末配当 20 円 00 銭、年間配当は 45 円 00 銭と

いたします。 

 

（ご参考）配当の状況 

 １株当たり配当金（円） 

第２四半期末 

（中間配当） 
期末 年間 

前期実績 

（平成 26 年３月期）
15 円 00 銭 15 円 00 銭 30 円 00 銭 

当期実績および見込 

（平成 27 年３月期）
17 円 50 銭 

22 円 50 銭 

（記念配当 5円を含む）
40 円 00 銭 

配当予想 

（平成 28 年３月期）

25 円 00 銭 

（記念配当 5円を含む）
20 円 00 銭 45 円 00 銭 

※ 平成 27 年３月期の期末配当は、平成 27 年６月 18 日開催予定の第 33 期定時株主総会に付議す

る予定です。 

※ 当社は、平成 27 年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いました。配当金の

当期実績および前期実績は、当該株式分割を考慮した金額を記載しています。 

 

 

以 上 


