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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 18,128 △4.9 3,115 △22.8 2,921 △31.2 1,426 △44.6

21年3月期第3四半期 19,069 ― 4,036 ― 4,244 ― 2,574 ―

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3四半期 27.60 ―

21年3月期第3四半期 49.83 ―

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3月期第3四半期 70,801 45,951 62.9 861.83
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3四半期  44,525百万円 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3四半期 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3四半期  3,240,160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3四半期 51,663,678株 21年3月期第3四半期 51,664,473株



 当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産や輸出の持ち直しなど一部の回復基調が見られたものの、

物価下落により企業収益や設備投資が減少し、雇用・所得環境の悪化によって個人消費が冷え込むなど、依然とし

て厳しい状況で推移いたしました。 

 航空旅客数については、国内線・国際線ともに依然として厳しい基調にありますが、国内線がより厳しい状況に

あると言えます。国内線は景気低迷の長期化に、高速道路料金の値下げ要因なども加わり対前年比二桁減が続き、

反転する兆しもなかなか見えてきません。 

 国際線は厳しい基調にあるものの国内線に比べて一部明るさも見えてきました。日本人出国者数は8月に対前年同

月比でプラスに転じましたが、それ以降も僅かながらではありますがプラスを維持しています。円高の進行により

海外旅行に割安感が働いていることと、ビジネス旅客も利用クラスは依然としてエコノミークラスが中心ではある

ものの数において復調傾向にあることがその要因と言えます。 

 外国人の入国者数は年度当初から落ち幅の減少傾向が続いていましたが、11月に昨年7月以来16ヶ月ぶりにプラス

(2.1％増加)に転じました。円の高止まりは外国人の訪日旅行には懸念材料となりますが、中国人への個人観光ビザ

の発給対応が浸透しつつあることに加え、発給条件緩和への動きもあり対前年比プラス基調の継続が期待されてい

ます。 

 航空貨物については、国際貨物は昨年の秋以降、急速に減少しておりましたが、ここへ来て、やや回復基調を見

せております。こうした中、国内貨物は依然、昨年の秋以降の景気低迷から企業間輸送の減少が続き、東京国際空

港発着の一般貨物に加え、生鮮貨物も前年を下回る状況が続きました。 

 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きましては、当第3四半期連結累計期間売上高は18,128百万円

（対前年同期比4.9％減少）、営業利益は3,115百万円（対前年同期比22.8%減少）、経常利益は2,921百万円（対前

年同期比31.2％減少）、四半期純利益は1,426百万円（対前年同期比44.6％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 

 不動産賃貸事業の売上高については、新規物件取得による増加があったものの賃貸契約の解約等により12,817百

万円と対前年同期比293百万円減少（2.2％減少）となり、営業利益も売上高の減少に加え、減価償却費等の増加に

より2,270百万円と対前年同期比845百万円減少（27.1％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、ま

た12月の暖房についてはウォームビズの影響等を受けたことにより、売上高は3,126百万円と対前年同期比568百万

円減少(15.4％減少）となりましたが、営業利益は電気料・ガス代の値下がりがあったことにより、695百万円と対

前年同期比63百万円減少（8.3％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うち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減少した結果、売上高は2,185百万円と対前年

同期比79百万円減少（3.5%減少）となり、営業利益は149百万円と対前年同期比13百万円減少（8.2％減少）となり

ました。 

  

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



 当第3四半期連結会計期間末における総資産は70,801百万円となり、前連結会計年度末比4,483百万円の減少とな

りました。その主な要因は流動資産の現金及び預金の減少、減価償却費等による有形固定資産の減少、また、株価

下落に伴う投資有価証券の減少によるものです。負債は借入金の約定返済、賃貸物件の解約等による預り保証金の

減少等により、前連結会計年度末比4,716百万円減少の24,849百万円となりました。純資産は第3四半期累計期間純

利益分が1,426百万円増加しましたが、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233百万円増加の45,951百万円となりました。 

自己資本比率は62.9％と前連結会計年度に比べ4.3ポイント上昇いたしました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第3四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2,487百万円となり、前連結会計年度末と比較

して2,443百万円の減少となりました。 

当第3四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4,631百万円となりま

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。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは3,129百万円の支出（前年同期は3,410百万円の支出)となりました。これは

主に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3,945百万円の支出（前年同期は1,989百万円の支出)となりました。これは

主に設備資金としての長期借入金の実行により1,700百万円の収入があったものの、約定返済、預り保証金の返済が

借入の収入を上回ったことによるものです。 

  

  

 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3四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。 

  

  

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

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,486,505 4,929,465

受取手形及び売掛金 1,105,312 1,365,675

リース投資資産 791,796 591,449

商品及び製品 2,237 2,450

原材料及び貯蔵品 34,265 23,017

繰延税金資産 141,790 141,790

その他 172,855 185,367

流動資産合計 4,734,760 7,239,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 51,736,398 50,207,463

機械装置及び運搬具（純額） 4,009,707 4,581,157

工具、器具及び備品（純額） 76,042 83,861

土地 5,212,970 4,606,624

建設仮勘定 616,022 3,414,325

有形固定資産合計 61,651,139 62,893,430

無形固定資産   

その他 51,936 65,940

無形固定資産合計 51,936 65,940

投資その他の資産   

投資有価証券 2,744,120 3,597,309

長期貸付金 11,131 12,504

繰延税金資産 1,341,924 1,207,698

その他 312,460 321,883

貸倒引当金 △46,650 △54,030

投資その他の資産合計 4,362,985 5,085,364

固定資産合計 66,066,060 68,044,734

資産合計 70,800,820 75,283,947



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 534,114 1,039,765

短期借入金 6,228,732 6,968,732

未払法人税等 114,820 907,342

未払金及び未払費用 270,815 671,892

前受収益 796,430 1,065,544

賞与引当金 67,965 133,553

役員賞与引当金 14,100 30,900

その他 466,953 390,109

流動負債合計 8,493,929 11,207,837

固定負債   

長期借入金 10,401,296 11,872,258

長期預り保証金 5,588,308 6,148,801

退職給付引当金 121,528 92,663

役員退職慰労引当金 244,311 243,981

固定負債合計 16,355,443 18,357,703

負債合計 24,849,372 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 31,749,795 31,150,414

自己株式 △1,561,189 △1,561,064

株主資本合計 43,997,655 43,398,399

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 527,705 723,274

評価・換算差額等合計 527,705 723,274

少数株主持分 1,426,088 1,596,734

純資産合計 45,951,448 45,718,407

負債純資産合計 70,800,820 75,283,947



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 19,068,518 18,127,755

売上原価 13,771,876 13,766,129

売上総利益 5,296,642 4,361,626

販売費及び一般管理費   

役員報酬 235,860 224,938

給料及び賞与 399,345 403,647

賞与引当金繰入額 34,701 38,481

役員賞与引当金繰入額 15,450 14,100

旅費交通費及び通信費 63,851 73,406

租税公課 70,592 67,727

減価償却費 14,545 12,165

その他 426,610 412,617

販売費及び一般管理費合計 1,260,954 1,247,081

営業利益 4,035,688 3,114,545

営業外収益   

受取利息 1,362 598

受取配当金 521,918 28,092

受取手数料 7,625 10,070

その他 29,906 28,565

営業外収益合計 560,811 67,325

営業外費用   

支払利息 268,099 240,992

その他 84,793 19,869

営業外費用合計 352,892 260,861

経常利益 4,243,607 2,921,009

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 73,259 －

役員退職慰労金 1,307 4,068

投資有価証券評価損 2,721 560,749

投資有価証券売却損 43 －

その他 236 196

特別損失合計 77,566 565,013

税金等調整前四半期純利益 4,186,271 2,578,687



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

法人税等 1,561,732 1,088,518

少数株主利益 50,200 64,169

四半期純利益 2,574,339 1,426,000



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,089,128 5,750,117

売上原価 4,482,678 4,415,706

売上総利益 1,606,450 1,334,411

販売費及び一般管理費   

役員報酬 65,865 64,974

給料及び賞与 117,503 105,227

賞与引当金繰入額 34,701 38,481

役員賞与引当金繰入額 15,450 14,100

旅費交通費及び通信費 22,651 24,637

租税公課 19,362 18,038

減価償却費 5,020 4,006

その他 155,280 137,006

販売費及び一般管理費合計 435,832 406,469

営業利益 1,170,618 927,942

営業外収益   

受取利息 388 141

受取配当金 4,034 4,747

受取手数料 2,137 1,620

その他 16,328 12,270

営業外収益合計 22,887 18,778

営業外費用   

支払利息 88,531 74,818

その他 68,044 13,007

営業外費用合計 156,575 87,825

経常利益 1,036,930 858,895

特別損失   

固定資産除却損 68,737 －

投資有価証券評価損 1,033 204,355

特別損失合計 69,770 204,355

税金等調整前四半期純利益 967,160 654,540

法人税等 357,329 256,743

少数株主利益 13,651 28,093

四半期純利益 596,180 369,704



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 4,186,271 2,578,687

減価償却費 3,989,711 4,117,440

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

－ △200,347

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） 4,025 28,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,389 330

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,614 △65,588

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,380 △16,800

受取利息及び受取配当金 △523,280 △28,690

支払利息 268,099 240,992

有形固定資産売却損益（△は益） － △13,544

有形固定資産除却損 73,259 －

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） 2,721 560,749

売上債権の増減額（△は増加） 447,641 260,363

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,509 △11,035

前受収益の増減額（△は減少） 162,010 △269,114

仕入債務の増減額（△は減少） △292,647 △505,651

未払費用の増減額（△は減少） 23,028 14,193

未払消費税等の増減額（△は減少） 256,649 △296,669

その他の流動資産の増減額（△は増加） △126,335 20,171

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,648 312,741

小計 8,394,804 6,719,713

利息及び配当金の受取額 523,280 28,690

利息の支払額 △232,527 △217,436

法人税等の支払額 △2,558,520 △1,899,682

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,127,037 4,631,285

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 △4,776,529 △3,142,873

有形固定資産の売却による収入 1,500,000 49,800

投資有価証券の取得による支出 △186,796 △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 1,374 1,373

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,409,919 △3,129,056



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,400,000 2,300,000

短期借入金の返済による支出 △3,500,000 △3,300,000

長期借入れによる収入 4,359,760 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △4,255,790 △2,910,962

預り保証金の受入による収入 171,019 532,096

預り保証金の返還による支出 △338,612 △1,206,977

自己株式の売却による収入 84 56

自己株式の取得による支出 △618 △181

配当金の支払額 △824,992 △824,407

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 △1,989,149 △3,945,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 727,969 △2,442,960

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 5,524,585 2,486,505



 該当事項はありません。 

  

前第3四半期連結会計期間（自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31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3四半期連結会計期間（自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31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 
4,348,986 994,278 745,864 6,089,128 － 6,089,128

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
90 305,626 62,132 367,848 (367,848) － 

 計 4,349,076 1,299,904 807,996 6,456,976 (367,848) 6,089,128

 営業利益 968,714 143,160 58,744 1,170,618 － 1,170,618

  

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 
4,153,124 878,699 718,294 5,750,117 － 5,750,117

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
67 304,069 65,594 369,730 (369,730) － 

 計 4,153,191 1,182,768 783,888 6,119,847 (369,730) 5,750,117

 営業利益 715,343 185,435 27,164 927,942 － 927,942



前第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31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3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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 

  

  

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 
13,110,629 3,693,892 2,263,997 19,068,518 － 19,068,518

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
254 934,145 282,596 1,216,995 (1,216,995) － 

 計 13,110,883 4,628,037 2,546,593 20,285,513 (1,216,995) 19,068,518

 営業利益 3,115,110 758,015 162,563 4,035,688 － 4,035,688

  

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 
12,817,134 3,125,641 2,184,980 18,127,755 － 18,127,755

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
245 948,655 285,169 1,234,069 (1,234,069) － 

 計 12,817,379 4,074,296 2,470,149 19,361,824 (1,234,069) 18,127,755

 営業利益 2,270,325 694,991 149,229 3,114,545 － 3,114,545



 前第3四半期連結会計期間（自平成20年10月1日 至平成20年12月31日）及び当第3四半期連結会計期間（自 

平成21年10月1日 至平成21年12月31日）並びに前第3四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年12月

31日）及び当第3四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年12月31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。 

  

  

 前第3四半期連結会計期間（自平成20年10月1日 至平成20年12月31日）及び当第3四半期連結会計期間（自 

平成21年10月1日 至平成21年12月31日）並びに前第3四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年12月

31日）及び当第3四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年12月31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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔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



（重要な後発事象） 

 当社及び連結子会社東京空港冷暖房㈱の主要な取引先である㈱日本航空インターナショナル及び同社の持株会社で

ある㈱日本航空は、平成22年1月19日東京地方裁判所へ会社更生法の適用申請を行い、受理されました。更生計画の

決定、認可等はまだなされておりません。 

 なお、東京地方裁判所から管財人に選任された㈱企業再生支援機構より㈱日本航空インターナショナルに対する賃

料等の商取引債権については、保護される旨の公表がなされております。ちなみに、第3四半期末における同社及び

同社の関連会社に対する債権は約377百万円となっております。 

 また、当社が保有する㈱日本航空の株式については、第3四半期末の時価で評価しております。  

  

６．その他の情報
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