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１. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年３月期第２四半期 3,544 △6.1 2,090 △12.3 2,233 △13.4 1,260 △16.4

22年３月期第２四半期 3,773 5.6 2,382 9.3 2,579 7.9 1,507 5.2

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

23年３月期第２四半期 107 .77 ―

22年３月期第２四半期 129 .07 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第２四半期 54,405 48,364 88.6 4,120 .55

22年３月期 55,018 48,006 86.9 4,090 .72

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 48,179百万円 22年３月期 47,832百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― ― ― 60 .00 60 .00

23年３月期 ― ―

23年３月期(予想) ― 55 .00 55 .00

３. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 6,902 △6.9 3,950 △8.5 4,181 △0.5 2,350 △1.7 201 .20

A
財務会計基準機構



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ― 社 (            )、除外 ― 社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期２Ｑ 14,004,705株 22年３月期 14,004,705株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 2,312,101株 22年３月期 2,311,834株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 11,692,753株 22年３月期２Ｑ 11,679,130株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国の好況を背景に景気回復の動きが見られました

が、急激な円高や米国経済の減速懸念などの影響により、景況感は先行き不透明な状況で推移しまし

た。 

不動産賃貸業におきましては、都心ではオフィスビルの空室率に一部改善がみられるものの、多摩地

域のビル・倉庫等の需要は依然として厳しい状況となっております。 

このような状況下におきまして、当社グル－プは東京都立川市泉町を基盤として、事務所用建物、倉

庫及び土地の不動産賃貸業等の経営を積極的に行ってまいりましたが、当第２四半期連結累計期間の売

上高は、不動産市況の低迷から不動産賃貸関連事業収入が減少したことにより、前年同期比6.1％減の

3,544百万円、営業利益は、修繕費の増加等により、前年同期比12.3％減の2,090百万円、経常利益は、

前年同期比13.4％減の2,233百万円、四半期純利益は、前年同期比16.4％減の1,260百万円となりまし

た。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

当関連事業の売上高はテナントの解約及び減額改定等により、前年同期比6.6％減の3,371百万円、

営業利益は修繕費の増加等により前年同期比12.6％減の2,032百万円となりました。 

当関連事業の売上高は自動販売機による飲料水・たばこの売上高が減少しましたが、リフォーム工

事の売上高が増加したこと等により、前年同期比5.0％増の173百万円、営業利益は前年同期比0.2％

微増の57百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末(平成22年３月末)と比べ612百

万円減少し54,405百万円となりました。主に、現金及び預金1,380百万円の減少、投資有価証券1,760

百万円の減少、有価証券1,501百万円の増加、長期預金1,100百万円の増加等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末(平成22年３月末)と比べ970百万円減少し6,041百万円となりました。主

に、未払金157百万円の減少、未払法人税等362百万円の減少、流動負債のその他に含む設備支払手形

155百万円の減少等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末(平成22年３月末)と比べ357百万円増加し48,364百万円となりまし

た。主に、利益剰余金537百万円の増加、その他有価証券評価差額金188百万円の減少等によるもので

あります。 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成22年３月末)と

比べ1,291百万円（15.9％）減少し、6,834百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ940百万円(50.2％)減少し932百万円となり

ました。これは、税金等調整前四半期純利益が393百万円減少したこと、法人税等の支払額が344百万

円、預り敷金及び保証金の返還による支出が205百万円それぞれ増加したこと等によるものでありま

す。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ858百万円（162.6％）支出が増加し△

1,387百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入が422百万円、投資有価証券の売却及

び償還による収入が500百万円、投資有価証券の取得による支出が1,501百万円それぞれ減少したこ

と、長期預金の預入れによる支出が1,100百万円増加したこと等によるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

①不動産賃貸関連事業

②その他の事業

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

（キャッシュ・フローの状況）
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財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ67百万円（8.7％）支出が増加し△836百万

円となりました。これは、配当金の支払額が80百万円増加したこと等によるものであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を考慮して、平成22年５月14

日に発表いたしました予想を修正し、売上高6,902百万円（前期比6.9％減）、営業利益3,950百万円

（前期比8.5％減）、経常利益4,181百万円（前期比0.5％減）、当期純利益2,350百万円（前期比1.7％

減）を見込んでおります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整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。 

  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響はありません。 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府

令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科

目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① たな卸資産の評価方法

② 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 会計処理基準に関する事項の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

② 表示方法の変更

（四半期連結損益計算書）
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,412 9,792

受取手形及び売掛金 38 30

有価証券 12,201 10,699

商品及び製品 4 4

繰延税金資産 116 116

その他 54 51

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 20,827 20,695

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,266 7,435

機械装置及び運搬具（純額） 23 26

土地 546 546

その他（純額） 88 98

有形固定資産合計 7,924 8,106

無形固定資産 2 2

投資その他の資産

投資有価証券 20,794 22,555

繰延税金資産 108 2

長期預金 4,700 3,600

その他 71 78

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 25,650 26,213

固定資産合計 33,577 34,322

資産合計 54,405 55,018
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 97 162

未払金 98 256

未払法人税等 864 1,227

賞与引当金 49 52

前受金 573 562

その他 143 537

流動負債合計 1,826 2,798

固定負債

長期未払金 59 59

繰延税金負債 644 641

退職給付引当金 249 247

長期預り保証金 3,250 3,255

その他 10 9

固定負債合計 4,214 4,213

負債合計 6,041 7,012

純資産の部

株主資本

資本金 1,273 1,273

資本剰余金 1,264 1,264

利益剰余金 45,873 45,335

自己株式 △408 △406

株主資本合計 48,002 47,466

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 177 365

評価・換算差額等合計 177 365

少数株主持分 184 174

純資産合計 48,364 48,006

負債純資産合計 54,405 55,018

立飛企業㈱（8821）平成23年３月期 第2四半期決算短信

6



(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 3,773 3,544

売上原価 1,197 1,221

売上総利益 2,576 2,323

販売費及び一般管理費 193 232

営業利益 2,382 2,090

営業外収益

受取利息 86 54

受取配当金 27 32

持分法による投資利益 81 55

その他 1 0

営業外収益合計 197 143

営業外費用

雑支出 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 2,579 2,233

特別損失

固定資産除却損 3 21

投資有価証券評価損 － 54

たな卸資産処分損 － 0

訴訟関連損失 25 －

特別損失合計 28 76

税金等調整前四半期純利益 2,551 2,157

法人税、住民税及び事業税 1,020 875

法人税等調整額 14 11

法人税等合計 1,034 887

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,270

少数株主利益 9 9

四半期純利益 1,507 1,260
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 2,551 2,157

減価償却費 282 269

引当金の増減額（△は減少） △19 △1

受取利息及び受取配当金 △113 △87

持分法による投資損益（△は益） △81 △55

有形固定資産除却損 3 21

その他の営業外損益（△は益） △1 △0

たな卸資産処分損 － 0

投資有価証券評価損益（△は益） － 54

売上債権の増減額（△は増加） 8 6

たな卸資産の増減額（△は増加） 0 △0

仕入債務の増減額（△は減少） △78 △113

未払又は未収消費税等の増減額 △2 △40

小計 2,548 2,210

利息及び配当金の受取額 176 165

法人税等の支払額 △893 △1,238

預り敷金及び保証金の受入による収入 － 7

預り敷金及び保証金の返還による支出 △27 △233

その他 68 21

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,872 932

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 △405 △486

定期預金の払戻による収入 1,297 875

有価証券の売却及び償還による収入 5,200 4,700

有形固定資産の取得による支出 △114 △375

投資有価証券の取得による支出 △6,204 △4,702

貸付けによる支出 △3 －

貸付金の回収による収入 1 1

長期預金の預入による支出 △300 △1,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △528 △1,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △3 △1

配当金の支払額 △642 △722

少数株主への配当金の支払額 △122 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー △769 △836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 575 △1,291

現金及び現金同等物の期首残高 7,077 8,125

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,652 6,834
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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平成21年６月29日開催の当社第113回定時株主総会における取締役５名の選任決議に関し、株主であ

るロイヤル バンク オブ カナダ トラスト カンパニー （ケイマン） リミテッド及びエフィッ

シモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーが当社を被告として平成21年

９月18日付けで、東京地方裁判所において上記決議の取消しを求めて訴訟を提起しております。 

  

当社は、平成22年10月８日開催の取締役会において、当社連結子会社である泉興業株式会社（以下

「泉興業」といいます。）及び立飛メンテナンス株式会社（以下「立飛メンテナンス」といいます。）

が実施する自社株買いに応じ、当社が保有する泉興業株式及び立飛メンテナンス株式の全部を両社に譲

渡することを決議し、同日付で譲渡しております。 

  

 
なお、詳細につきましては、平成22年10月８日提出の「新立川航空機が保有する当社株式の議決権

の是正措置実施に伴う子会社株式の譲渡による子会社の異動のお知らせ」をご参照ください。 

４. 補足情報

(1)訴訟

(2)子会社株式の譲渡

泉興業株式会社 立飛メンテナンス株式会社

譲渡日 平成22年10月８日 平成22年10月８日

譲渡株式数 12,000株 104株

譲渡金額 240,000,000円 457,600,000円

当 該 子 会
社の概要

商号

代表者

所在地

設立年月日

主な事業の内容

資本金

発行済株式総数

譲渡前の株主構

成及び所有割合

泉興業株式会社

代表取締役 矢島 政明

東京都立川市泉町935番地

昭和57年８月20日

たばこ、飲料水の販売、電算機計
算業務受託他

22百万円

44,000株

当社   12,000 株 27.27％
立飛開発株式会社  
     11,000 株 25.00％ 
新立川航空機株式会社  
     10,500 株 23.86％ 
立飛メンテナンス株式会社  
     10,500 株 23.86％

立飛メンテナンス株式会社

代表取締役 池田 道夫

東京都立川市泉町841番地

平成２年８月24日

不動産の管理、造園、緑地管理

10百万円

200株

当社          104 株 52.00％ 

新立川航空機株式会社  

               48 株 24.00％ 

泉興業株式会社 48 株 24.00％ 

  

 

連結損益に与える影響 当該事象により、連結損益に与える影響額は軽微であります。
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