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業績予想の修正、配当予想の修正（増配）、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更のお知らせ 

当社は、本日（２月 10 日）開催の取締役会において、業績予想の修正、配当予想の修正、株式分割および

株式分割に伴う定款の一部変更について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．業績予想の修正 

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

売上高 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 

前回発表予想（Ａ） 

（2021 年 11 月 11 日発表） 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

72,000 1,850 2,060 1,350 210.60 

今回修正予想（Ｂ） 72,000 1,850 2,060 1,550 241.80 

増減額（Ｂ－Ａ） － － － 200 － 

増減率 － － － 14.8％ － 

（参考）前期実績 

（2021 年３月期） 
70,435 2,235 2,486 1,821 284.76 

（２） 2022 年３月期通期個別業績予想数値の修正（2021 年４月１日～2022 年３月 31日） 

売上高 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 

前回発表予想（Ａ） 

（2021 年 11 月 11 日発表） 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

70,000 1,800 2,000 1,300 202.80 

今回修正予想（Ｂ） 70,000 1,800 2,000 1,500 234.00 

増減額（Ｂ－Ａ） － － － 200 － 

増減率 － － － 15.4％ － 

（参考）前期実績 

（2021 年３月期） 
68,968 2,207 2,477 1,826 285.51 



（３） 業績予想の修正理由 

個別業績 

 設備工事事業、機器製造販売事業ともに概ね計画通りに推移しておりますが、政策保有株式の一

部売却により、特別利益の計上が見込まれることから、当期純利益は前回予想を上回る見込みです。 

連結業績 

 連結業績予想の修正は、主として個別業績予想の修正によるものです。 

２．配当予想の修正 

（１） 配当予想の修正内容 

 年間配当金（円） 

第２四半期末 期 末 合 計 

前回予想 

（2021 年５月 14日発表） 

円  銭   円  銭   円  銭   

50.00  

（普通配当 50.00） 

50.00  

（普通配当 50.00） 

100.00  

（普通配当 100.00） 

今回修正予想  

70.00  

（普通配当 50.00） 

（特別配当 20.00） 

120.00  

（普通配当 100.00） 

（特別配当 020.00） 

当期実績 
50.00  

（普通配当 50.00） 

前期実績 

（2021 年３月期） 

50.00  

（普通配当 50.00） 

50.00  

（普通配当 50.00） 

100.00  

（普通配当 100.00） 

（２） 配当予想の修正理由 

 当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、普通配当１株当たり年

100 円を安定的に継続するとともに、連結配当性向 30％を目標としております。 

 2022 年３月期の期末配当金につきましては、業績が概ね計画通りに推移していること、また、政

策保有株式の一部売却により、特別利益の計上が見込まれることから、当期純利益が前回予想を上

回る見込みであることを勘案し、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、１株当たり 20 円

の特別配当を実施することといたしました。 

これにより、年間配当金は前回予想より 20円増配の 120 円（配当性向 49.6％）となる予定です。 

また、「３．株式分割」に記載の通り株式分割を行いますが、この株式分割は 2022 年４月１日

を効力発生日としておりますので、2022 年３月 31 日を基準日とする 2022 年３月期の期末配当金に

つきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。 

なお、本件につきましては、2022 年６月に開催予定の第 93 回定時株主総会に付議する予定です。 

３．株式分割 

（１） 株式分割の目的 

株式の分割により、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることで投資家の皆様がより投

資しやすい環境を整え、株式の流動性を高めるとともに、投資家層の拡大を図ることを目的として

おります。 

（２） 株式分割の概要 

① 分割の方法 

 2022 年３月 31日（木）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の

所有する普通株式１株につき、２株の割合をもって分割いたします。 



② 分割により増加する株式数 

① 株式分割前の発行済株式総数 6,800,000 株 

② 今回の分割により増加する株式数 6,800,000 株 

③ 株式分割後の発行済株式総数 13,600,000 株 

④ 株式分割後の発行可能株式総数 54,400,000 株 

③ 分割の日程 

① 基準日公告日 2022 年３月 15日（火） 

② 基準日 2022 年３月 31日（木） 

③ 効力発生日 2022 年４月 １日（金） 

④ その他 

 今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。 

４．株式分割に伴う定款の一部変更 

（１） 変更の理由 

 今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第２項の規定に基づき、2022 年４月１日（金）をもって、

当社定款第６条に定める発行可能株式総数を変更いたします。 

（２） 変更の内容 

 変更の内容は以下の通りです。 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株 式 

第６条 （発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、

2,720 万株とする。 

第２章 株 式 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、

5,440 万株とする。 

（３） 定款変更の日程 

 取締役会決議日 2022 年２月 10日（木） 

 効力発生日  2022 年４月 １日（金） 

以 上


