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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 4,897 △14.8 771 △36.0 818 △30.0 324 △52.0
23年3月期第1四半期 5,745 △8.1 1,204 △12.5 1,169 △12.0 675 28.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 359百万円 （△57.2％） 23年3月期第1四半期 838百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 6.27 ―
23年3月期第1四半期 13.07 ―

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

24年3月期第1四半期 71,589 46,261 62.5 866.27
23年3月期 73,083 46,160 61.2 865.11
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  44,754百万円 23年3月期  44,694百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 10,810 △9.1 1,360 △42.5 1,280 △43.8 610 △52.2 11.81
通期 21,260 △5.6 2,370 △4.7 2,290 △4.4 1,050 △48.7 20.32



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、[添付資料]3ページ「2.サマリー情報（その他）に関する事項」(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、[添付資料]3ページ「2.サマリー情報(その他)に関する事項」(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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あたっての注意事項等については、[添付資
料]3ページ「1．当四半期決算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をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 54,903,750 株 23年3月期 54,903,750 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,240,921 株 23年3月期 3,240,783 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 51,662,826 株 23年3月期1Q 51,663,427 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況の中で、生

産活動には上向きの動きもみられますが、企業収益は増勢が鈍化しております。また、電力供給の制約や原子力災

害及び原油高の影響に加え、海外経済の回復がさらに緩やかになっていること等により景気回復に対する不透明感

は続きました。 

 航空業界においては、国内線旅客需要は東日本大震災以降急減し、４月は25％程度の減少となりました。その

後、ビジネス需要は急速に回復し６月末には震災前の水準まで戻りましたが、プレジャー需要の回復ペースは遅れ

ております。各社とも需要喚起策を図るとともに、大幅な生産量調整も行われましたが、その一方で復興支援のた

めに被災地近隣空港への臨時便も数多く運航されました。 

 国際線旅客需要は震災直後、急激な落ち込みがありましたが、４月中旬から回復基調に転じ６月時点ではビジネ

ス需要は震災前水準に達しております。一方、プレジャー需要の回復は遅く、なかでも海外発需要の戻りは深刻な

ものとなっております。震災以降、各社の運航スケジュール変更、機材小型化等で生産量は前年を下回り推移して

おります。また、日米間で大手航空会社間のATI（米独占禁止法の適用除外）が開始されております。 

国内線貨物需要は震災直後サプライチェーンの乱れによる影響を受けましたが、陸送からのシフトにより東

北・北海道路線の輸送重量が大幅に増加しました。しかしながら、旅客需要低迷による運航機材小型化により供給

量の縮小傾向に拍車がかかり、全体の取扱量は前年を下回る水準にとどまっております。 

国際線貨物需要は震災直後、自動車部品・半導体等の生産中止等の影響を受けましたが、医療品・水といった

生活物資、在庫転送等緊急貨物の動きが活発化し全体で大きな落ち込みには至りませんでした。しかしながら、旅

客需要減退による減便・小型化の影響を受け全体供給量が低迷したため、輸出入とも取扱重量は前年を僅かに下回

るものとなりました。  

このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）の第１四半期連結累計期間業績につきま

しては、新規テナント誘致といった営業努力や減価償却費等経費削減もありましたが、平成22年９月の大手航空会

社の大口賃貸施設の一部が解約された影響が平年度化したことにより、売上高は4,897百万円（対前年同期比

14.8％減少）、営業利益は771百万円(対前年同期比36.0％減少)、経常利益は818百万円(対前年同期比30.0％減

少)、四半期純利益は324百万円（対前年同期比52.0％減少）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

①不動産賃貸事業 

 平成22年12月の東京都中央区日本橋室町での共同ビル取得による一部売上の増加はあったものの、平成22年９

月の大手航空会社の大口賃貸施設の一部解約の影響の平年度化等により不動産賃貸事業の売上高は、3,309百万

円と前年同期比766百万円減少(18.8％減少)となり、営業利益は517百万円と対前年同期比397百万円減少

（43.4％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、平成22年10月の旅客第２ターミナル増築に伴う空調契約増等による売上

増加はあったものの、東日本大震災以降の節電対策に伴う空調従量売上減少により売上高は893百万円と対前年

同期比49百万円減少(5.2％減少)となり、営業利益も217百万円と対前年同期比20百万円減少（8.5％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は、東京国際空港、新千歳空港、大阪国際空港における給排水運営事業が東日本大震災

以降の旅客数減少の影響を受け上下水道の使用量が減少したことにより給排水売上が減少し、売上高は695百万

円と対前年同期比33百万円減少（4.6％減少）となり、営業利益も36百万円と対前年同期比15百万円減少

（29.4％減少）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は71,589百万円となり、前連結会計年度末比1,494百万円の減少と

なりました。その主な要因は前期に未払費用で計上した平成22年度地代を当期に支払ったこと等による現金及び預

金の減少等によります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は25,328百万円となり、前連結会計年度末比1,595百万円の減少とな

りました。その主な要因は流動負債のうち未払費用が地代支払いにより減少したこと、その他に含まれていた預り

金(返還敷金)を解約テナントに返金したこと、増加要因としては固定負債のうち長期借入金が増加したこと等によ

ります。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、配当金の支払による減少要因はありましたが、当第１四半期連

結累計期間純利益が324百万円あったこと等により前連結会計年度末比101百万円増加の46,261百万円となりまし

た。 

この結果、自己資本比率は62.5％と前連結会計年度末に比べ1.3ポイント上昇いたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月12日付の平成23年３月期決算短信（連結）で発表いたしました、平成24年３月期の連結業績予想

に、変更はありません。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（償却方法の変更）  

 当第１四半期連結会計期間より、建物の減価償却の方法を定率法から定額法に変更いたしました。 

 この変更は、建物に係る維持修繕費が毎期ほぼ平準的に発生しており、投下資本の平均的な回収を図ることによ

り費用・収益の対応をより適正に行うこととするために変更したものです。  

 この変更により、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ310百万円増加しております。 

  

（会計上の変更及び誤賿の訂正に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤賿の訂正により、「会計上の変更及

び誤賿の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤賿の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,876,330 1,709,986

受取手形及び売掛金 2,112,911 1,056,880

リース投資資産 978,839 963,744

商品及び製品 7,466 6,427

原材料及び貯蔵品 42,549 40,030

繰延税金資産 212,412 212,412

その他 688,824 2,715,391

流動資産合計 7,919,331 6,704,870

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 47,232,804 46,542,355

機械装置及び運搬具（純額） 3,376,356 3,256,185

工具、器具及び備品（純額） 52,446 47,958

土地 9,013,879 9,015,817

建設仮勘定 176,732 723,087

有形固定資産合計 59,852,217 59,585,402

無形固定資産   

その他 150,394 144,097

無形固定資産合計 150,394 144,097

投資その他の資産   

投資有価証券 2,409,901 2,400,648

長期貸付金 8,927 8,594

繰延税金資産 2,471,254 2,475,020

その他 303,357 303,023

貸倒引当金 △32,800 △32,800

投資その他の資産合計 5,160,639 5,154,485

固定資産合計 65,163,250 64,883,984

資産合計 73,082,581 71,588,854



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,052,528 546,051

短期借入金 5,617,232 6,347,232

未払法人税等 905,307 393,861

未払金及び未払費用 2,135,395 477,760

前受収益 804,436 2,033,125

賞与引当金 129,670 67,083

役員賞与引当金 23,400 10,519

資産除去債務 39,530 －

その他 2,313,481 1,241,613

流動負債合計 13,020,979 11,117,244

固定負債   

長期借入金 8,336,794 8,915,948

長期預り保証金 4,720,038 4,601,216

長期設備関係未払金 410,824 410,824

退職給付引当金 150,534 153,043

役員退職慰労引当金 282,847 128,991

繰延税金負債 636 636

固定負債合計 13,901,673 14,210,658

負債合計 26,922,652 25,327,902

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,826,100 6,826,100

資本剰余金 6,982,939 6,982,934

利益剰余金 31,996,373 32,061,769

自己株式 △1,561,412 △1,561,453

株主資本合計 44,244,000 44,309,350

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 450,169 444,682

その他の包括利益累計額合計 450,169 444,682

少数株主持分 1,465,760 1,506,920

純資産合計 46,159,929 46,260,952

負債純資産合計 73,082,581 71,588,854



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,744,666 4,896,898

売上原価 4,131,361 3,727,655

売上総利益 1,613,305 1,169,243

販売費及び一般管理費   

役員報酬 65,974 57,951

給料及び賞与 110,593 109,946

賞与引当金繰入額 40,854 38,525

役員賞与引当金繰入額 11,700 10,519

旅費交通費及び通信費 16,534 17,578

租税公課 31,134 32,129

減価償却費 3,903 9,317

その他 128,779 122,200

販売費及び一般管理費合計 409,471 398,165

営業利益 1,203,834 771,078

営業外収益   

受取利息 109 0

受取配当金 13,068 70,116

受取手数料 1,307 1,018

匿名組合投資利益 9,145 11,705

その他 5,534 24,829

営業外収益合計 29,163 107,668

営業外費用   

支払利息 63,494 59,617

その他 974 752

営業外費用合計 64,468 60,369

経常利益 1,168,529 818,377

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 16,577 －

賞与引当金戻入額 2,629 －

その他 120 －

特別利益合計 19,326 －

特別損失   

固定資産除却損 － 270

役員退職慰労金 － 4,669

投資有価証券評価損 12,453 －

その他 85 10,911

特別損失合計 12,538 15,850

税金等調整前四半期純利益 1,175,317 802,527

法人税等 461,711 437,656

少数株主損益調整前四半期純利益 713,606 364,871

少数株主利益 38,420 41,159

四半期純利益 675,186 323,712



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 713,606 364,871

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 124,238 △5,487

その他の包括利益合計 124,238 △5,487

四半期包括利益 837,844 359,384

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 799,424 318,225

少数株主に係る四半期包括利益 38,420 41,159



該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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