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業績予想の修正および配当予想の修正（記念配当）に関するお知らせ	 

	 

平成 27 年 12 月３日に公表いたしました平成 27 年 12 月期の業績予想を下記のとおり修正いた

しました。また、平成 27 年 12 月 31 日を基準日とする剰余金の配当予想について、下記の通り修

正することを決定いたしましたのでお知らせいたします。	 

 
記	 

１．	 業績予想の修正について	 

平成 27 年 12 月期通期業績予想の修正(平成 27 年１月１日～平成 27 年 12 月 31 日)	 

	 
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)	 

百万円	 

19,975	 

百万円	 

1,450	 

百万円	 

1,429	 

百万円	 

829	 

円	 銭	 

116.91	 

今回発表予想(Ｂ)	 21,510	 1,895	 1,880	 1,125	 158.56	 

増減額(Ｂ－Ａ)	 1,535	 445	 451	 296	 	 

増減率(％)	 7.7	 30.7	 31.6	 35.7	 	 

(ご参考)前期実績	 

(平成 26 年 12 月期)	 
14,614	 925	 941	 554	 78.72	 

	 

２．修正の理由	 

平成 27 年 12 月期の業績予想につきましては、売上高は、同第４四半期会計期間における

アパートの受注棟数が想定よりも好調に推移した結果、同第４四半期会計期間で 7,493 百万

円（当初予想比 1,250 百万円増加）、通期においては 21,510	 百万円（当初予想比 1,535 百万

円増加）となる見通しであります。	 



費用面は、同第４四半期会計期間における売上原価は前述の売上高の増加に応じて当初想

定していた売上原価率で推移いたしましたが、販売費及び一般管理費の効率的な運用に取り

組んだ結果、当初予想数値 895 百万円に対し 878 百万円と 16 百万円減少することとなったた

め、売上高営業利益率は当初予想数値より約 3.9 ポイントの改善となりました。この結果、

通期での販売費及び一般管理費は 2,537 百万円（当初予想比 23 百万円減少）となり、売上高

営業利益率は、当初予想数値より約 1.5 ポイントの改善となる見通しであります。	 

以上の結果、平成 27 年 12 月期通期業績につきましては、売上高 21,510 百万円（当初予想

比 1,535 百万円増加）、営業利益 1,895 百万円（当初予想比 445 百万円増加）、経常利益 1,880

百万円（当初予想比 451 百万円増加）、当期純利益 1,125 百万円（当初予想比 296 百万円増

加）となる見通しとなりました。	 	 

（※）上記の業績予想は、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、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。	 	 	 

	 

３．配当予想の修正	 

（参	 	 考）年間配当予想	 

（※）平成 27 年 10 月５日付で普通株式１株につき 800 株の株式分割を行っております。前期実績に

ついては、当該株式分割前の実際の１株当たり配当金の額を記載しております。	 	 	 

	 

４．修正の理由 
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、継続的かつ安定的な配

当を実施することを基本方針としております。	 

平成 27 年 12 月期の期末配当金につきましては、平成 27 年 12 月３日に公表いたしました前

回予想において１株当たり 15 円 00 銭としておりましたが、これに東京証券取引所マザーズ市

場に株式上場をしたことを記念し、１株につき 5 円 00 銭増配し、１株当たり 20 円 00 銭（普

通配当 15 円 00 銭、記念配当 5 円 00 銭）とさせていただきます。	 

なお、本件は、平成 28年３月 24日開催予定の当社定時株主総会に付議する予定であります。	 

以	 上	 

	 １株当たり配当金	 

基準日	 第２四半期末	 期末	 年間	 

前回予想	 	 15 円 00 銭	 	 	 	 	 15 円 00 銭	 	 	 	 	 

今回修正予想	 

	 20 円 00 銭	 	 	 	 	 	 	 

	 (普通配当 15 円 00 銭)	 	 

(記念配当 5 円 00 銭)	 	 

20 円 00 銭	 	 

(普通配当 15 円 00 銭)	 	 

(記念配当 5 円 00 銭)	 	 

当期実	 績	 0 円 00 銭	 	 	 0 円 00 銭	 	 	 

	 前期実績	 

(平成 26 年 12 月期)	 
0 円 00 銭	 	 11,300 円 00 銭	 	 11,300 円 00 銭	 	 


