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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3月期第1四半期 6,253 1.2 1,376 0.4 1,327 △26.5 524 △52.6

21年3月期第1四半期 6,177 ― 1,370 ― 1,805 ― 1,106 ―

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3月期第1四半期 10.15 ―

21年3月期第1四半期 21.40 ―

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3月期第1四半期 76,168 46,003 58.2 858.57
21年3月期 75,284 45,718 58.6 854.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  44,357百万円 21年3月期  44,122百万円

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3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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 
連結累計期間

12,720 △2.0 1,910 △33.3 1,730 △46.1 1,090 △44.9 21.10

通期 24,700 △2.2 3,390 △30.3 3,010 △40.3 1,780 △42.6 34.45



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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・財務諸表等４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年5月14日に公表いたしました通期連結業績予想は、修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第1四半期 54,903,750株 21年3月期  54,903,750株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,239,963株 21年3月期  3,239,926株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 51,663,799株 21年3月期第1四半期 51,664,726株



当第1四半期連結会計期間におけるわが国企業を取り巻く環境は昨年度に引き続き厳しい状況が続きました。 

航空業界においては、世界的な景気後退の影響が大きく、航空旅客数についてはこの影響に加え新型インフルエ

ンザの感染拡大が大きな影響を与え、国内線・国際線ともビジネス系個人旅客が大きく落ち込み、また、団体旅

行・修学旅行のキャンセルが多数発生するなど、昨年下期から続く需要の大幅な落ち込みから脱出できず、航空総

流動全体に先行き不透明感が強まっている状況となっています。 

国際航空貨物は世界経済の低迷から、昨年秋以降、急速な減少をもたらし、輸出入ともに厳しい状況が続いてお

ります。 

国内航空貨物はメーカーの減産が拡大する中、企業間輸送貨物の減少、宅配貨物・生鮮食品などの航空を利用す

る機会も減少し、総じて、出発・到着とも対前年比マイナスとなっております。 

東京国際空港では、平成22年10月の供用開始を目指して平成19年3月から4本目となるＤ滑走路の建設工事がおこ

なわれており、これに関連した施設整備がおこなわれているところであります。 

このような状況のなかで、当社グループの業績については、第1四半期売上高は6,253百万円（対前年同期比1.2％

増加）、営業利益は1,376百万円（対前年同期比0.4%増加）、経常利益は1,327百万円（対前年同期比26.5％減

少）、四半期純利益は524百万円（対前年同期比52.6％減少）となりました。 

  

 事業のセグメント別情報は次のとおりであります。 

①不動産賃貸事業 

東京国際空港におけるコンポーネントメンテナンスビルの新築稼動等により賃料売上が増加したため売上高は

4,464百万円と対前年同期比109百万円増加（対前年同期比2.5％増加）となりましたが、減価償却費の増加等により

営業利益は969百万円と対前年同期比113百万円減少（対前年同期比10.4％減少）となりました。 

②熱供給事業 

東京国際空港における熱供給事業は冷房の本格稼動時期ではないため売上高は、ほぼ横這いの1,066百万円と対前

年同期比28百万円減少（対前年同期比2.6％減少）となりましたが、営業利益は原油価格が大幅に下がったことによ

る経費の減少により350百万円と対前年同期比79百万円増加（対前年同期比29.0％増加）となりました。 

③給排水運営その他事業 

東京国際空港、新千歳空港、大阪国際空港の給排水運営事業は概ね前連結会計期間並みに推移し売上高は、723百

万円と対前年同期比4百万円減少（対前年同期比0.6%減少）となりましたが、営業利益はリース会計を適用したこと

等により56百万円と対前年同期比40百万円増加（対前年同期比249.3％増加）となりました。 

  

  

当四半期における総資産は76,168百万円となり、対前連結会計年度末比884百万円の増加となりました。その主な

要因はコンポーネントメンテナンスビルの竣工等により、有形固定資産の増加が846百万円あったことによります。

借入金は対前連結会計年度末比1,213百万円増加の20,054百万円となりました。純資産は対前連結会計年度末比285

百万円増加の46,003百万円となり、自己資本比率は58.2％と前連結会計年度末に比べ0.4ポイント減少いたしまし

た。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は4,484百万円となり、前連結会計年度末と比較して

445百万円の減少となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローでは1,452百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益に、減価償却

費等の非資金項目、売上債権等の加減算を行った結果によります。      

投資活動により使用した資金は2,508百万円となりました。これは、主にコンポーネントメンテナンスビル等の固

定資産取得によるものです。 

 財務活動の結果、得た資金は612百万円となりました。これは、設備資金としての長期借入金の実行及び返済、配

当金の支払い等によるものです。 

  

   

  

 平成21年5月14日付の3月期決算短信（連結）で発表いたしました平成22年3月期の連結業績予想に変更はありませ

ん。 

   

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  該当事項はありません。  

  

     四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計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も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、法人税等に含めて表示しております。 

  

     該当事項はありません。   

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,484,272 4,929,465

受取手形及び売掛金 1,940,959 1,365,675

リース投資資産 788,869 591,449

商品及び製品 2,149 2,450

原材料及び貯蔵品 31,331 23,017

繰延税金資産 141,790 141,790

その他 85,794 185,367

流動資産合計 7,475,164 7,239,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 53,979,897 50,207,463

機械装置及び運搬具（純額） 4,394,248 4,581,157

工具、器具及び備品（純額） 78,677 83,861

土地 5,189,835 4,606,624

建設仮勘定 96,745 3,414,325

有形固定資産合計 63,739,402 62,893,430

無形固定資産   

その他 63,502 65,940

無形固定資産合計 63,502 65,940

投資その他の資産   

投資有価証券 3,487,778 3,597,309

長期貸付金 12,046 12,504

繰延税金資産 1,122,428 1,207,698

その他 321,531 321,883

貸倒引当金 △54,030 △54,030

投資その他の資産合計 4,889,753 5,085,364

固定資産合計 68,692,657 68,044,734

資産合計 76,167,821 75,283,947



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 598,312 1,039,765

短期借入金 7,292,232 6,968,732

未払法人税等 456,141 907,342

未払金及び未払費用 1,056,841 671,892

前受収益 1,065,481 1,065,544

賞与引当金 71,799 133,553

役員賞与引当金 14,600 30,900

その他 593,360 390,109

流動負債合計 11,148,766 11,207,837

固定負債   

長期借入金 12,761,412 11,872,258

長期預り保証金 5,944,553 6,148,801

退職給付引当金 94,142 92,663

役員退職慰労引当金 215,857 243,981

固定負債合計 19,015,964 18,357,703

負債合計 30,164,730 29,565,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,826,100 6,826,100

資本剰余金 6,982,949 6,982,949

利益剰余金 31,261,452 31,150,414

自己株式 △1,561,082 △1,561,064

株主資本合計 43,509,419 43,398,399

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 847,512 723,274

評価・換算差額等合計 847,512 723,274

少数株主持分 1,646,160 1,596,734

純資産合計 46,003,091 45,718,407

負債純資産合計 76,167,821 75,283,947



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,176,518 6,252,894

売上原価 4,398,928 4,445,233

売上総利益 1,777,590 1,807,661

販売費及び一般管理費   

役員報酬 60,255 65,790

給料及び賞与 103,170 109,484

賞与引当金繰入額 36,408 40,668

役員賞与引当金繰入額 21,800 14,600

旅費交通費及び通信費 19,565 25,942

租税公課 31,919 31,357

減価償却費 4,648 4,087

その他 129,646 139,922

販売費及び一般管理費合計 407,411 431,850

営業利益 1,370,179 1,375,811

営業外収益   

受取利息 398 268

受取配当金 513,592 23,202

受取手数料 2,323 3,180

その他 8,557 9,940

営業外収益合計 524,870 36,590

営業外費用   

支払利息 88,379 79,613

その他 1,562 5,640

営業外費用合計 89,941 85,253

経常利益 1,805,108 1,327,148

特別利益   

固定資産売却益 － 13,544

投資有価証券売却益 19,925 －

賞与引当金戻入額 305 7,636

その他 － 1,511

特別利益合計 20,230 22,691

特別損失   

役員退職慰労金 1,307 4,068

投資有価証券評価損 － 356,394

その他 236 183

特別損失合計 1,543 360,645

税金等調整前四半期純利益 1,823,795 989,194

法人税等 683,538 415,420

少数株主利益 34,643 49,426

四半期純利益 1,105,614 524,348



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,823,795 989,194

減価償却費 1,321,540 1,374,506

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

－ △197,420

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,952 1,479

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,505 △28,124

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,798 △61,754

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,030 △16,300

受取利息及び受取配当金 △513,990 △23,470

支払利息 88,379 79,613

有形固定資産売却損益（△は益） － △13,544

投資有価証券売却損益（△は益） △19,925 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 356,394

売上債権の増減額（△は増加） △326,411 △575,284

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,152 △8,013

前受収益の増減額（△は減少） △32 △63

仕入債務の増減額（△は減少） △276,154 △441,453

未払費用の増減額（△は減少） 866,403 900,388

未払消費税等の増減額（△は減少） 218,618 △296,668

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38,909 99,337

その他の流動負債の増減額（△は減少） 348,024 186,859

小計 3,393,901 2,325,677

利息及び配当金の受取額 513,990 23,470

利息の支払額 △40,801 △45,477

法人税等の支払額 △1,396,581 △852,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,470,509 1,451,589

投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社株式の取得による支出 － △19,600

有形固定資産の取得による支出 △2,430,423 △2,521,248

有形固定資産の売却による収入 － 49,800

投資有価証券の取得による支出 △46,889 △17,756

投資有価証券の売却による収入 42,075 －

長期貸付金の回収による収入 457 458

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,434,780 △2,508,346



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000 △1,000,000

長期借入れによる収入 1,700,000 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △839,500 △487,346

預り保証金の受入による収入 65,911 203,671

預り保証金の返還による支出 △197,406 △415,560

自己株式の取得による支出 △55 △18

配当金の支払額 △386,033 △389,183

財務活動によるキャッシュ・フロー △657,083 611,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △621,354 △445,193

現金及び現金同等物の期首残高 5,019,652 4,929,465

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △223,036 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,175,262 4,484,272



 該当事項はありません。 

  

前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）  

  

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

         ２．各事業の主な品目 

          （1）不動産賃貸事業     賃貸ビル業等 

      （2）熱供給事業       冷房・暖房供給事業等 

      （3）給排水運営その他事業  給水・排水・航空機等リース・共用通信事業 

  

  

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）  

  

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

         ２．各事業の主な品目 

          （1）不動産賃貸事業     賃貸ビル業等 

      （2）熱供給事業       冷房・暖房供給事業等 

      （3）給排水運営その他事業  給水・排水・航空機等リース・共用通信事業 

  

 前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）及び当第1四半期連結累計期間（自 平

成21年4月1日 至 平成21年6月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

不動産賃貸 

事業 

（千円） 

熱供給事業 

（千円） 

給排水運営 

その他事業 

（千円） 

 計（千円）

消去 

又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

 売上高   

(1)外部顧客に対する 

  売上高 
4,354,962 1,094,592 726,964 6,176,518    －  6,176,518

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
71 298,804 58,975 357,850 （357,850）    － 

 計 4,355,033 1,393,396 785,939 6,534,368 （357,850） 6,176,518

 営業利益 1,082,585 271,580 16,014 1,370,179    － 1,370,179

  

不動産賃貸 

事業 

（千円） 

熱供給事業 

（千円） 

給排水運営 

その他事業 

（千円） 

 計（千円）

消去 

又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

 売上高   

(1)外部顧客に対する 

  売上高 
4,463,811 1,066,404 722,679 6,252,894    － 6,252,894

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
99 323,922 72,273 396,294 （396,294）    － 

 計 4,463,910 1,390,326 794,952 6,649,188 （396,294） 6,252,894

 営業利益 969,472 350,409 55,930 1,375,811    － 1,375,811

〔所在地別セグメント情報〕



 前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）及び当第1四半期連結累計期間（自 平

成21年4月1日 至 平成21年6月30日）において、海外売上高はないため該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

（６）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。  

  

  

６．その他の情報
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