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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第1四半期 113 ― 9 ― 9 ― 26 ―
21年2月期第1四半期 124 3.3 28 4.3 28 6.3 16 6.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第1四半期 4.45 ―
21年2月期第1四半期 2.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期第1四半期 1,328 754 56.8 126.04
21年2月期 1,324 722 54.5 120.58

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  754百万円 21年2月期  722百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
累計期間

224 ― 38 ― 37 ― 21 ― 3.52

通期 448 △4.1 76 △9.2 75 △9.1 42 △20.7 7.04
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表 ４．その他」をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 6,000,000株 21年2月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  10,915株 21年2月期  9,915株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 5,989,835株 21年2月期第1四半期 5,990,585株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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いて掲載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想と
は大きく異なる結果になる可能性があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間における我が国経済は、世界的な金融危機が実体経済へと波及し、全産業において景況の

悪化が著しく、企業を取り巻く環境は厳しい状況が続くものと予想されます。

　この間にあって、当社の関連する不動産業界は貸付建物の再貸付に苦慮しつつ、引き続き低迷しております。

　また、倉庫・運輸業界は貨物等の市況が厳しい中、運賃等は伸び悩み、一層厳しい環境となりました。

　このような厳しい環境のもと、当社の売上高は113,004千円、営業利益は9,022千円、経常利益は9,666千円となっ

たが、特別利益に役員退職慰労引当金戻入額38,000千円を計上したことなどにより、四半期純利益は26,692千円と

なりました。

　各部門の状況はつぎのとおりです。

（倉庫部門）

　倉庫業務につきましては、貸付倉庫等の営業収入は3,549千円となりました。

　運輸業務につきましては、輸送量の確保に一層の努力をしましたが、営業収入は16,425千円となりました。

　以上により倉庫運輸部門としての営業収入は19,975千円となりました。

（不動産部門）

　不動産業務につきましては、「大崎ビル」、「ニュー大崎ビル」等の不動産賃貸及び管理を主に営業活動に努め

ましたが、営業収入は87,224千円となりました。

（その他）

　火災保険等の損害保険代理業務の手数料収入は106千円となりました。また、たばこ等の商品販売の営業収入は

5,697千円となりました。

　この結果、その他の事業の営業収入は5,804千円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　① 資産、負債、純資産の状況

　当第１四半期会計期間末における総資産は、前期末と比較して7,250千円増の1,328,640千円となりました。

　流動資産は、前期末と比較して18,731千円増の273,235千円となりました。その主な要因は現金及び預金23,358千円

の増加によるものであります。

　固定資産は前期末と比較して11,480千円減の1,055,404千円となりました。その主な要因は減価償却費8,124千円計

上したことによるものであります。

　負債合計につきましては、前期末と比較して10,780千円増の573,740千円となりました。

　流動負債は前期末と比較して10,193千円増の137,176千円となりました。その主な要因は未払金（その他）31,031千

円の増加によるものであります。

　固定負債は前期末と比較して586千円増の436,564千円となりました。

　純資産は前期末と比較して3,529千円減の754,899千円となり、自己資本比率は56.8%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ15,558千円増加し、

当第１四半期会計期間末には225,175千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は、42,974千円となりました。

　これは主に、税引前四半期純利益47,666千円及び減価償却費8,124千円があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において投資活動による資金の減少は、6,349千円となりました。

　これは主に、定期預金の預入による支出7,800千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における財務活動による資金の減少は、21,066千円となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出5,619千円及び配当金の支払額15,265千円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当事業年度の業績予想は次のとおりであります。

　当事業年度の業績予想につきましては、前回の発表どおりに推移するものと予測しておりますので予想の見直しは

行っておりません。
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　なお、当第１四半期会計期間の営業利益、経常利益、四半期純利益が第２四半期累計期間の業績予想の１/２を若干

下回っておりますが、第２四半期累計期間については発表どおりの推移になると予測しております。

　また、業績予想の内容につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報をもとに作成したものであり、

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は今後の様々な要因によって記載の予想数値と異なる結果となる可

能性があります。

　投資家の皆様方におかれましては、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理

（1）定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

（2）繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前期末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著し

い変化がないと認められる場合に、前期末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法により算定しております。

②　四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期財務諸表を作成しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 249,875 226,517

売掛金 10,844 10,019

販売用不動産 222 222

商品 544 2,222

繰延税金資産 2,873 2,873

その他 9,032 12,804

貸倒引当金 △158 △155

流動資産合計 273,235 254,504

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 268,561 274,399

構築物（純額） 7,665 7,983

車両運搬具（純額） 26,450 28,336

土地 615,788 615,788

その他（純額） 1,319 1,401

有形固定資産合計 919,785 927,909

無形固定資産   

借地権 80,686 80,686

その他 3,595 3,595

無形固定資産合計 84,282 84,282

投資その他の資産   

投資有価証券 1,715 1,864

繰延税金資産 28,347 28,288

その他 24,961 26,412

貸倒引当金 △3,688 △1,872

投資その他の資産合計 51,336 54,692

固定資産合計 1,055,404 1,066,885

資産合計 1,328,640 1,321,389
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 22,476 72,476

未払法人税等 22,131 16,561

賞与引当金 8,481 4,986

その他 84,087 32,958

流動負債合計 137,176 126,982

固定負債   

長期借入金 122,189 77,808

退職給付引当金 16,483 17,207

役員退職慰労引当金 11,563 64,489

長期預り保証金 286,328 276,472

固定負債合計 436,564 435,978

負債合計 573,740 562,960

純資産の部   

株主資本   

資本金 300,000 300,000

資本剰余金 200 200

利益剰余金 457,832 461,090

自己株式 △2,928 △2,746

株主資本合計 755,103 758,543

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △204 △115

評価・換算差額等合計 △204 △115

純資産合計 754,899 758,428

負債純資産合計 1,328,640 1,321,389
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 113,004

売上原価 57,019

売上総利益 55,984

販売費及び一般管理費 46,961

営業利益 9,022

営業外収益  

保険解約返戻金 1,011

その他 252

営業外収益合計 1,264

営業外費用  

支払利息 603

その他 17

営業外費用合計 621

経常利益 9,666

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 38,000

特別利益合計 38,000

税引前四半期純利益 47,666

法人税、住民税及び事業税 20,973

法人税等合計 20,973

四半期純利益 26,692
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 47,666

減価償却費 8,124

退職給付引当金の増減額（△は減少） △724

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,818

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,494

支払利息 603

売上債権の増減額（△は増加） △825

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,677

未払消費税等の増減額（△は減少） 325

前受金の増減額（△は減少） 199

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 9,855

その他 39,691

小計 58,982

利息の支払額 △603

法人税等の支払額 △15,403

営業活動によるキャッシュ・フロー 42,974

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △7,800

その他 1,450

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,349

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △5,619

自己株式の取得による支出 △182

配当金の支払額 △15,265

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,558

現金及び現金同等物の期首残高 209,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 225,175
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　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日）

科目

前年同四半期
（平成21年２月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 124,428

Ⅱ　売上原価 66,242

売上総利益 58,186

Ⅲ　販売費及び一般管理費 29,317

営業利益 28,868

Ⅳ　営業外収益 337

Ⅴ　営業外費用 840

経常利益 28,365

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税引前四半期純利益 28,365

税金費用 11,377

四半期純利益 16,987
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日）

前年同四半期
（平成21年２月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 28,365

減価償却費 9,169

退職給付引当金の増減額（減少：△） 650

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 935

賞与引当金の増減額（減少：△） 3,525

支払利息 745

売上債権の増減額（増加：△） 2,639

たな卸資産の増減額（増加：△） 176

未払消費税の増減額（減少：△） △5,339

前受金の増減額（減少：△） △3,529

長期預り保証金の増減額（減少：△） 1,400

その他 11,549

小計 50,286

利息の支払額 △745

法人税等の支払額 △21,786

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,755

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △7

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △5,619

配当金の支払額 △5,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,194

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 16,553

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 179,138

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 195,691

  

品川倉庫建物㈱ (9314) 平成22年２月期　第１四半期決算短信（非連結）

- 11 -




