
                                                           

2022年 10月 25日 

各 位 

                       会 社 名   大 末 建 設 株 式 会 社 

代表者名   代 表 取 締 役 社 長 村尾 和則 

                       （コ－ド番号 １８１４ 東証プライム） 

                      問合せ先   総 務 部 長     岩田 泰実 

                       （電話番号   ０６－６１２１－７１２１） 

 

 

業績予想の修正及び剰余金の配当予想の修正に関するお知らせ 

 

 

 最近の業績動向を踏まえ、2022年５月 10日に公表した 2023年３月期の業績予想及び配当予想を下記

の通り修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．2023年３月期第２四半期累計期間 業績予想数値の修正（2022年４月１日～2022年９月 30日） 
 

（１）連結業績予想 
 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に
帰属する 

四半期純利益 

1株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想(A) 39,000 1,200 1,220 840 80 円 11 銭 

今回修正予想(B) 38,800 930 950 670 64 円 09 銭 

増減額(B-A) △200 △270 △270 △170  

増減率(％) △0.5 △22.5 △22.1 △20.2  

(ご参考)前第２四半期実績 
(2022 年３月期第２四半期) 

32,713 1,124 1,128 772 73 円 68 銭 

 

（２）個別業績予想 
 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

1株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想(A) 38,300 1,230 1,250 870 82 円 97 銭 

今回修正予想(B) 38,100 940 960 690 66 円 00 銭 

増減額(B-A) △200 △290 △290 △180  

増減率(％) △0.5 △23.6 △23.2 △20.7  

(ご参考)前第２四半期実績 
(2022 年３月期第２四半期) 

32,073 1,142 1,151 781 74 円 51 銭 

 

 

 

 



２．2023年３月期通期 業績予想数値の修正（2022年４月１日～2023年３月 31日） 
 

（１）連結業績予想 
 

 
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 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想(A) 77,500 2,900 2,920 1,990 189 円 79 銭 

今回修正予想(B) 70,900 1,500 1,540 1,020 97 円 57 銭 

増減額(B-A) △6,600 △1,400 △1,380 △970  

増減率(％) △8.5 △48.3 △47.3 △48.7  

(ご参考)前期実績 
(2022 年３月期) 

69,645 2,708 2,712 1,816 173 円 23 銭 

 

（２）個別業績予想 
 

 
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 銭 

前回発表予想(A) 75,800 2,870 2,900 1,990 189 円 79 銭 

今回修正予想(B) 68,900 1,500 1,560 1,040 99 円 48 銭 

増減額(B-A) △6,900 △1,370 △1,340 △950  

増減率(％) △9.1 △47.7 △46.2 △47.7  

(ご参考)前期実績 
(2022 年３月期) 

68,332 2,731 2,753 1,835 175 円 03 銭 

 

３．修正の理由 

（１）2023年３月期第２四半期累計期間 

（連結業績予想） 

 売上高につきましては、微減となる見込みです。利益面につきましては、建築資材の急激な高騰によ

り、建築コストが上昇し、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が前回発表の業績

予想を下回る見込みとなりました。 

 

（個別業績予想） 

連結業績予想と同様の理由により修正いたします。 

 

（２）2023年３月期通期 

（連結業績予想） 

 売上高につきましては、着工時期が計画から遅れたことにより、減少となる見込みです。利益面につ

きましては、売上高の減少に加え、建築資材の急激な高騰により、建築コストが上昇し、営業利益、経

常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表の業績予想を下回る見込みとなりました。 

 

（個別業績予想） 

連結業績予想と同様の理由により修正いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



４．2023年３月期 配当予想の修正 
 

 １株当たり配当金 

基 準 日 第２四半期末 期 末 合 計 

前回予想 

(2022 年５月 10 日発表) 
50円 00銭 50円 00銭 100円 00銭 

今回修正予想 30円 00銭 30円 00銭 60円 00銭 

前期実績 

(2022 年３月期) 
20円 00銭 40円 00銭 60円 00銭 

 

５．修正の理由 

 当社は、更なる企業価値の向上に向けて積極的な成長投資と株主還元を行うという考えのもと、2023 

年３月期より配当性向を 50％以上とすることを基本方針としております。2023 年３月期の配当予想に

つきましては、１株当たり 100円としておりましたが、今回の業績予想の修正を踏まえ、誠に遺憾なが

ら、従来予想より 40円減配し、中間配当 30円、期末配当 30円の、前年度と同額の１株当たり 60円と

させて頂きます。 

 

 

（注）上記の予想は、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

の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。 

 

 

                                         以 上 


