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業績予想の修正、剰余金の配当（中間配当）および配当予想に関するお知らせ 

 

当社は、2021 年 11 月 10 日開催の取締役会において、2021 年９月 30 日を基準日とする剰余金の配当（中

間配当）を行うことについて決議いたしました。また、2021 年８月 12 日公表の「2022 年３月期 第１四

半期決算短信〔日本基準〕（連結）」において、未定としておりました 2022 年３月期（2021 年４月１日～

2022 年３月 31 日）の配当予想について、下記のとおりお知らせいたします。 

あわせて、最近の業績動向等を踏まえ、2021 年５月 13 日に公表した 2022 年３月期（2021 年４月１日

～2022 年３月 31 日）の業績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．業績予想の修正について 

（１）2022 年３月期連結業績予想数値の修正（2021 年４月１日～2022 年３月 31 日） 

 

営業収益 営業利益 経常利益 

親会社株主に 

帰属する 

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） 352,500 5,000 5,000 2,500 31.74 

今回修正予想（B） 390,400 5,000 5,000 2,500 31.74 

増 減 額（B－A） 37,900 － － － － 

増 減 率（％） 10.8 － － － － 

(ご参考)前期実績 

(2021 年３月期) 
346,121 △9,501 △9,639 △12,074 △153.27 

 

（２）修正の理由 

新型コロナウイルス感染症の影響を合理的に算定することは依然として困難な状況ですが、最近の業

績動向等を踏まえ、前回公表を修正しました。 

たび重なる緊急事態宣言の影響などにより、鉄道事業およびバス事業での旅客人員の回復やホテル事

業での稼働の回復が当初の想定から遅れている一方、国際物流事業での輸出入取扱高の増加や住宅事業

での分譲販売区画数の増加などがあり、営業収益は前回公表を上回る見込みです。 

一方、各利益は原油など資材価格の高騰を見込み、前回公表を据置いています。 

 

※上記の業績予想は、本資料の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ます。実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

 

 

 



２．剰余金の配当（中間配当）および 2022 年３月期配当予想 

（１）中間配当の内容 

 
決定額 直近の配当予想 

前期実績 

（2021 年３月期） 

基準日 2021 年９月 30 日 同左 2020 年９月 30 日 

１株当たり配当金 12.50 円 - 12.50 円 

配当金の総額 987 百万円 - 987 百万円 

効力発生日 2021 年 12 月１日 - 2020 年 12 月１日 

配当原資 利益剰余金 - 利益剰余金 

 

（２）2022 年３月期配当予想 

 １株あたり配当金（円） 

 第２四半期末  期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 

前回予想 － － － 

今回予想  12.50 25.00 

当期実績 12.50   

前期実績 

(2021 年３月期) 
12.50 12.50 25.00 

 

（３）公表の理由 

当社は、株主の皆様への安定した利益還元を重視し、適切な内部留保の確保による財務体質および経

営基盤の強化を図りながら、安定的・継続的な配当を実施することを方針としております。 

2022 年３月期の配当予想につきましては、未定としておりましたが、上記方針および当期の業績動向

および財政状態を総合的に勘案し、中間配当を１株あたり 12 円 50 銭とし、通期では 25 円とする予定

です。 

 

（参考）2022 年３月期 セグメント別業績予想 

  （単位：百万円） 

 営業収益 営業利益又は営業損失(△) 

 
2022 年３月期 

前回公表値 

2022 年３月期 

予想 
増減額 増減率 

2022 年３月期 

前回公表値 

2022 年３月期 

予想 
増減額 増減率 

運輸業 70,100 65,600 △4,500 △6.4% △1,500 △4,200 △2,700 - 

不動産業 73,600 76,200 2,600 3.5% 5,000 6,800 1,800 36.0% 

流通業 72,300 68,500 △3,800 △5.3% 1,100 800 △300 △27.3% 

物流業 108,400 147,500 39,100 36.1% 3,200 7,100 3,900 121.9% 

レジャー・サービス業 29,000 23,000 △6,000 △20.7% △3,000 △6,300 △3,300 - 

小計 353,400 380,800 27,400 7.8% 4,800 4,200 △600 △12.5％ 

その他 27,500 29,800 2,300 8.4% 700 1,300 600 85.7% 

消去 △28,400 △20,200 8,200 - △500 △500 - - 

連結 352,500 390,400 37,900 10.8% 5,000 5,000 - - 

 

以 上 


