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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 12,378 △4.6 2,187 △23.7 2,062 △35.7 1,056 △46.6

21年3月期第2四半期 12,979 ― 2,865 ― 3,207 ― 1,978 ―

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2四半期 20.45 ―

21年3月期第2四半期 38.29 ―

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2四半期 74,190 45,997 60.1 863.26
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2四半期  44,599百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 8.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ定性的情報・財務諸表等３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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2四半期 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2四半期  3,240,155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2四半期 51,663,733株 21年3月期第2四半期 51,664,611株



 当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の一部に持ち直しの兆しが見られたものの、雇用情勢は7

月に完全失業率が過去最高水準に達するなど厳しい状況が続きました。 

航空旅客数については、前年下期から続く厳しい基調は変わらないものの日本人海外観光旅行者と訪日外国人旅

行者数には一部明るさも見えてきました。日本人海外観光旅行者数は9月のシルバーウィーク効果、燃油サーチャー

ジが復活する10月からの駆け込み需要もあり、四半期全体として前年を上回る見通しです。また、訪日外国人旅行

者は前年を割り込む状況は続いているものの中国人に対する個人観光査証の発給が開始され、その宣伝効果等か

ら、訪日客が増加した国もあり、全体としても年度当初に較べ下げ幅が縮小傾向にあります。 

一方、業務出張関係の需要は企業の出張手控えが依然として継続されており、国際線、国内線とも回復はまだ先

になると見通されます。また、国内線観光需要についても、消費マインドの冷え込みに加え高速道路料金の割引対

応が浸透してきたことによって、自動車利用の近場旅行へのシフトが進み、前年比のマイナス幅は二桁を伺う厳し

い状況となっています。 

航空貨物については、国際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、成田国際空港の輸入

は円高もあり回復基調にありますが、依然として、輸出の厳しい状況が続いております。こうした中、国内貨物は

一般航空貨物の大半を占める企業間輸送も一時の落ち込みからは、回復基調にありますが、依然として、東京国際

空港の出発・到着は対前年で一桁のマイナスとなっております。 

なお、当社グループの重要顧客である大手航空会社の再建計画に関しましては、その動向を注意深く見守ってお

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当第2四半期連結累計期間売上高は12,378百万円（対前

年同期比4.6％減少）、営業利益は2,187百万円（対前年同期比23.7%減少）、経常利益は2,062百万円（対前年同期

比35.7％減少）、四半期純利益は1,056百万円（対前年同期比46.6％減少）となりました。 

   

 事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

①不動産賃貸事業 

 不動産賃貸事業の売上高については、ほぼ前年同期並みの8,664百万円と対前年同期比98百万円減少（1.1％減

少）となり、営業利益は減価償却費等の増加により1,555百万円と対前年同期比591百万円減少（27.6％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前年同期に比べ7月、8月の平均気温が低かったことや、クールビズの影響を

受け売上高は2,247百万円と対前年同期比453百万円減少（16.8％減少）となり、営業利益は510百万円と対前年同期

比105百万円減少（17.1％減少）となりました。 

③給排水運営その他事業 

 給排水運営その他事業のリース売上は増加しましたが、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、空港内環境対策に伴う省エネルギーの影響を受け使用量が大幅に減少した結果、売上高は1,467百万円と対

前年同期比51百万円減少（3.4%減少）となりましたが、営業利益はリース会計において原価を利息法で算出したこ

とにより122百万円と対前年同期比18百万円増加（17.6％増加）となりました。 

  

 当四半期連結会計期間末における総資産は74,190百万円となり、前連結会計年度末比1,094百万円の減少となりま

した。その主な要因は流動資産のその他に含まれている前払費用が919百万円増加しましたが、現金及び預金が長期

借入金約定返済等のため1,507百万円、固定資産の投資有価証券が株価の下落により598百万円減少したこと等によ

ります。負債は、借入金が1,070百万円減少したことにより、前連結会計年度末比1,373百万円減少の28,192百万円

となりました。純資産は、第2四半期累計期間純利益分が1,056百万円増加しましたが、配当金の支払い、時価評価

差額金が減少したこと等により、前連結会計年度末比279百万円増加の45,997百万円となりました。 

自己資本比率は60.1％と前連結会計年度末に比べ1.5ポイント上昇いたしました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,423百万円となり、前連結会計年度末と比較して

1,507百万円の減少となりました。 

 当第2四半期連結累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は3,680百万円となりま

した。これは税金等調整前四半期純利益に、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る

ものです。 

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



 投資活動によるキャッシュ・フローは2,766百万円の支出(前年同期は3,104百万円の支出)となりました。これは

有形固定資産の取得によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは2,422百万円の支出(前年同期は2,516百万円の支出)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、預り保証金の返済によるものです。 

  

 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。 

  

  

 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2四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。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,422,531 4,929,465

受取手形及び売掛金 1,311,273 1,365,675

リース投資資産 802,933 591,449

商品及び製品 2,066 2,450

原材料及び貯蔵品 29,845 23,017

繰延税金資産 141,790 141,790

その他 1,121,839 185,367

流動資産合計 6,832,277 7,239,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 52,845,304 50,207,463

機械装置及び運搬具（純額） 4,205,790 4,581,157

工具、器具及び備品（純額） 78,822 83,861

土地 5,207,938 4,606,624

建設仮勘定 363,377 3,414,325

有形固定資産合計 62,701,231 62,893,430

無形固定資産   

その他 57,367 65,940

無形固定資産合計 57,367 65,940

投資その他の資産   

投資有価証券 2,999,656 3,597,309

長期貸付金 11,588 12,504

繰延税金資産 1,321,094 1,207,698

その他 313,048 321,883

貸倒引当金 △46,650 △54,030

投資その他の資産合計 4,598,736 5,085,364

固定資産合計 67,357,334 68,044,734

資産合計 74,189,611 75,283,947



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 685,302 1,039,765

短期借入金 6,728,732 6,968,732

未払法人税等 878,628 907,342

未払金及び未払費用 292,675 671,892

前受収益 1,588,468 1,065,544

賞与引当金 143,639 133,553

役員賞与引当金 29,200 30,900

その他 906,345 390,109

流動負債合計 11,252,989 11,207,837

固定負債   

長期借入金 11,042,142 11,872,258

長期預り保証金 5,559,244 6,148,801

退職給付引当金 107,835 92,663

役員退職慰労引当金 230,084 243,981

固定負債合計 16,939,305 18,357,703

負債合計 28,192,294 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 31,793,400 31,150,414

自己株式 △1,561,183 △1,561,064

株主資本合計 44,041,266 43,398,399

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 558,056 723,274

評価・換算差額等合計 558,056 723,274

少数株主持分 1,397,995 1,596,734

純資産合計 45,997,317 45,718,407

負債純資産合計 74,189,611 75,283,947



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 12,979,390 12,377,638

売上原価 9,289,198 9,350,423

売上総利益 3,690,192 3,027,215

販売費及び一般管理費   

役員報酬 126,045 130,764

給料及び賞与 208,996 217,062

賞与引当金繰入額 72,846 81,358

役員賞与引当金繰入額 43,950 29,200

旅費交通費及び通信費 41,200 48,769

租税公課 51,230 49,690

減価償却費 9,524 8,159

その他 271,331 275,610

販売費及び一般管理費合計 825,122 840,612

営業利益 2,865,070 2,186,603

営業外収益   

受取利息 974 457

受取配当金 517,884 23,345

受取手数料 5,488 8,449

その他 13,577 16,296

営業外収益合計 537,923 48,547

営業外費用   

支払利息 179,568 166,174

その他 16,748 6,862

営業外費用合計 196,316 173,036

経常利益 3,206,677 2,062,114

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

受取補償金 － 200,000

その他 － 1,511

特別利益合計 20,230 222,691

特別損失   

固定資産除却損 4,522 －

役員退職慰労金 1,307 4,068

投資有価証券評価損 1,688 356,394

投資有価証券売却損 43 －

その他 236 196

特別損失合計 7,796 360,658

税金等調整前四半期純利益 3,219,111 1,924,147



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

法人税等 1,204,403 831,775

少数株主利益 36,550 36,076

四半期純利益 1,978,158 1,056,296



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,802,872 6,124,744

売上原価 4,890,270 4,905,189

売上総利益 1,912,602 1,219,555

販売費及び一般管理費   

役員報酬 65,790 64,974

給料及び賞与 105,826 107,577

賞与引当金繰入額 36,438 40,690

役員賞与引当金繰入額 22,150 14,600

旅費交通費及び通信費 21,635 22,827

租税公課 19,311 18,333

減価償却費 4,876 4,072

その他 141,685 135,690

販売費及び一般管理費合計 417,711 408,763

営業利益 1,494,891 810,792

営業外収益   

受取利息 576 189

受取配当金 4,292 143

受取手数料 3,165 5,269

その他 5,020 6,356

営業外収益合計 13,053 11,957

営業外費用   

支払利息 91,189 86,561

その他 15,186 1,222

営業外費用合計 106,375 87,783

経常利益 1,401,569 734,966

特別利益   

受取補償金 － 200,000

特別利益合計 － 200,000

特別損失   

固定資産除却損 4,522 －

投資有価証券評価損 1,688 －

投資有価証券売却損 43 －

その他 － 13

特別損失合計 6,253 13

税金等調整前四半期純利益 1,395,316 934,953

法人税等 520,865 416,355

少数株主利益 1,906 △13,350

四半期純利益 872,545 531,948



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 3,219,111 1,924,147

減価償却費 2,647,789 2,744,766

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

－ △211,484

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △7,380

退職給付引当金の増減額（△は減少） 860 15,172

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △774 △13,897

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,135 10,086

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 17,120 △1,700

受取利息及び受取配当金 △518,858 △23,802

支払利息 179,568 166,174

有形固定資産売却損益（△は益） － △13,544

有形固定資産除却損 4,522 －

投資有価証券売却損益（△は益） △19,882 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,688 356,394

売上債権の増減額（△は増加） 4,905 54,402

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,055 △6,444

前受収益の増減額（△は減少） 369,894 522,924

仕入債務の増減額（△は減少） △151,784 △354,463

未払費用の増減額（△は減少） △5,565 △889

未払消費税等の増減額（△は減少） 213,391 △296,669

その他の流動資産の増減額（△は増加） △970,683 △928,812

その他の流動負債の増減額（△は減少） 171,740 743,595

小計 5,145,122 4,678,576

利息及び配当金の受取額 518,858 23,802

利息の支払額 △184,678 △158,948

法人税等の支払額 △1,394,804 △863,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,084,498 3,680,230

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 △3,035,287 △2,778,864

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 △121,327 △17,756

投資有価証券の売却による収入 52,032 －

長期貸付金の回収による収入 915 916

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,103,667 △2,765,504



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 2,300,000

短期借入金の返済による支出 △2,000,000 △2,800,000

長期借入れによる収入 2,759,760 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △3,728,790 △2,270,116

預り保証金の受入による収入 81,723 451,659

預り保証金の返還による支出 △215,196 △1,155,356

自己株式の取得による支出 △321 △141

自己株式の売却による収入 48 22

配当金の支払額 △412,926 △412,914

子会社の自己株式の取得による支出 － △234,814

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,515,702 △2,421,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,534,871 △1,506,934

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 3,261,745 3,422,531



 該当事項はありません。 

  

  

前第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9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2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9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 

  

（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 
8,761,643 2,699,614 1,518,133 12,979,390    －  12,979,390

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
164 628,520 220,462 849,146 （849,146）    － 

 計 8,761,807 3,328,134 1,738,595 13,828,536 （849,146） 12,979,390

 営業利益 2,146,397 614,854 103,819 2,865,070    － 2,865,070

  

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 
8,664,009 2,246,943 1,466,686 12,377,638    － 12,377,638

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
178 644,585 219,576 864,339 （864,339）    － 

 計 8,664,187 2,891,528 1,686,262 13,241,977 （864,339） 12,377,638

 営業利益 1,554,983 509,556 122,064 2,186,603    － 2,186,603



前第2四半期連結会計期間（自 平成20年7月1日 至 平成20年9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2四半期連結会計期間（自 平成21年7月1日 至 平成21年9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2四半期連結会計期間（自平成20年7月1日 至平成20年9月30日）及び当第2四半期連結会計期間（自 平

成21年7月1日 至平成21年9月30日）並びに前第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30

日）及び当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9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。 

  

  

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 
4,406,682 1,605,022 791,168 6,802,872    －  6,802,872

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
92 329,715 161,489 491,296 （491,296）    － 

 計 4,406,774 1,934,737 952,657 7,294,168 （491,296） 6,802,872

 営業利益 1,063,811 343,274 87,806 1,494,891    － 1,494,891

  

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 
4,200,198 1,180,539 744,007 6,124,744    －  6,124,744

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
79 320,664 147,303 468,046 （468,046）    － 

 計 4,200,277 1,501,203 891,310 6,592,790 （468,046） 6,124,744

 営業利益 585,511 159,147 66,134 810,792    － 810,792

〔所在地別セグメント情報〕



 前第2四半期連結会計期間（自平成20年7月1日 至平成20年9月30日）及び当第2四半期連結会計期間（自 平

成21年7月1日 至平成21年9月30日）並びに前第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30

日）及び当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）において、海外売上高がないため

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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