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平成 20 年 12 月期中間期、通期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 
 
 

 最近の業績動向等を踏まえ、平成 20 年 2 月 15 日の決算発表時に公表いたしました平成 20 年

12 月期中間期（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日）並びに通期（平成 20 年 1 月 1 日

～平成 20年 12 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．平成 20 年 12 月期中間期（平成 20 年１月１日～平成 20 年６月 30 日）業績予想の修正 
（１）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

前回発表予想(Ａ) 3,549 359 353 195 10.80
今回修正予想(Ｂ) 2,818 57 26 11 0.64
増減額(Ｂ－Ａ) △731 △302 △327 △184 ─

増減率(％) △20.6 △84.1 △92.6 △94.4 ─

(ご参考) 
前期実績 3,382 316 318 124 6.87

 
（２）個別 

 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

前回発表予想(Ａ) 3,538 331 331 178 9.87
今回修正予想(Ｂ) 2,809 34 9 △2 △0.11
増減額(Ｂ－Ａ) △729 △297 △322 △180 ─

増減率(％) △20.6 △89.7 △97.3 ─ ─

(ご参考) 
前期実績 3,371 288 295 116 6.44

 



 
２．平成 20 年 12 月期通期（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日）業績予想の修正 
（１）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

前回発表予想(Ａ) 6,813 433 419 233 12.87
今回修正予想(Ｂ) 5,715 19 △56 △51 △3.02
増減額(Ｂ－Ａ) △1,098 △414 △475 △284 ─

増減率(％) △16.1 △95.6 ─ ─ ─

(ご参考) 
前期実績 6,265 333 325 119 6.58

 
（２）個別 

 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

前回発表予想(Ａ) 6,790 378 378 203 11.21
今回修正予想(Ｂ) 5,696 △66 △90 △75 △4.42
増減額(Ｂ－Ａ) △1,094 △444 △468 △278 ─

増減率(％) △16.1 ─ ─ ─ ─

(ご参考) 
前期実績 6,242 278 283 98 5.45

 
3.修正理由 
①中間期 
（1）連結 
 不動産業界におきましては、一部地域では地価の反転傾向もみられ出したほか、国内経済にお

いては原油をはじめ生活関連商品の価格も高騰し、経済の停滞傾向が見られるようになりました。 
 不動産流通市場におきましても期初の予想以上に経済環境が悪化したことに伴い取扱件数が

減少した結果、売買仲介手数料収入が当初予定を下回る見込みであること等から、期初業績予想

値を下回る見込みであります。 
（2）個別 
 連結業績修正の理由において記載したのと同様の理由により、個別の業績予想を修正するもの

です。 
②通期 
（1）連結 
国内経済環境等の回復が期待できず、不透明感が深まる状況等から不動産売上、仲介手数料等

ともに期初業績予想を下回る見込みであります。 
（2）個別 



連結業績修正の理由において記載したのと同様の理由により、個別の業績予想を修正するもので

す。 
 
4.配当予想修正の理由 
（1）修正の内容 

 1 株当たり配当金（円） 

基準日 中間期末 期末 年間 

前回発表予想 
（平成 20年 2月 15日発表）

― 10 10 

今回修正予想 ― 8 8 

前期（平成 19 年 12 月期） ― 10 10 

 
 当社は、株主の皆様への利益還元を継続的な企業価値の増大及び配当を通じて実施していく方

針であり、配当につきましては業績、財務状況等を総合的に勘案し継続的に実施していく所存で

あります。 
平成 20 年 12 月期の配当予想につきましては、このたびの業績予想の修正を反映し、1 株当

たり 8 円とすることといたしました。 
 株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、早期での配当回復を目指し、全役職員一丸

となって事業に取り組んでまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 

以上 
 
（注）本資料に記載しています予想数値は、本資料作成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って上記予想数値と異なる可能性があります。 
 


