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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） 

※平成23年3月期第3四半期連結会計期間から連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期第1四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しており
ません。 

(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 735 ― 205 ― 482 ― 359 ―
23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 319百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―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 41.81 ―
23年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 37,176 34,954 93.5
23年3月期 37,129 34,806 93.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  34,766百万円 23年3月期  34,622百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 20.00 20.00

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  
※平成23年3月期第3四半期連結会計期間から連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

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) 1,345 ― 259 ― 807 ― 584 ― 63.40
通期 2,512 △9.5 530 △17.2 1,551 △6.2 1,214 △26.1 131.72



(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P.3 「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※平成23年3月期第3四半期連結会計期間から連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期第1四半期については記載しておりません。 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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）P.2 「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

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   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
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 11,028,869 株 23年3月期 11,028,869 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,438,791 株 23年3月期 2,438,737 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,590,118 株 23年3月期1Q ― 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、中国やインドを中心とした新興国経済の成長や北

米の景気回復等を背景に、景気の持ち直しの兆しが見られたものの、東日本大震災の発生は、事業活動

に多大な影響を与え福島原発事故の影響による電力供給の制約等もあり、先行き不透明な状況が続いて

おります。 

このような状況のもと、不動産賃貸事業におきましては、既存の収入を維持するために、テナントと

の賃料の価格交渉を行うとともに、空室を埋めるべく新規テナントの確保を重点に積極的な営業活動を

行ってまいりました。  

製造事業におきましては、暖房機、食器洗浄機の事業の廃止に伴い発生いたしました余剰人員に対し

て、関連会社への転籍、子会社への出向を行う等縮小均衡を図ってまいりました。  

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上総額は735,036千円、営業利益は205,553千円となり、経

常利益は482,361千円となり、四半期純利益は359,158千円となりました。  

各報告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 

不動産賃貸事業におきましては、賃貸料の一部が増額改定されたこと及び倉庫の短期契約が増加した

こと等により売上高は433,658千円となり、営業利益は186,760千円となりました。  

②製造事業 

航空機部品及び事業廃止の決定に伴い駆け込み受注のあった暖房機は増加しましたが、食器洗浄機の

事業廃止及び製紙装置の大幅な受注の落ち込みで減少したことにより、売上高は187,250千円となり、

営業利益は1,797千円となりました。 

③不動産管理事業 

不動産管理事業の売上高は、営業活動を積極的に行いましたがリフォーム工事の受注が減少したこと

等により72,349千円となり、営業利益は8,066千円となりました。 

  

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ46,978千円増加し37,176,730千円

となりました。これは、主として現金及び預金が796,081千円増加したこと、有価証券が国債の満期償

還により300,097千円減少したこと、長期預金の流動資産（定期預金）への振替えにより300,000千円減

少したこと等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ101,176千円減少し2,222,373千円となりました。これは、主として

仕入債務の減少により支払手形及び買掛金が52,696千円減少したこと、短期借入金が返済により96,360

千円減少したこと、未払法人税等が74,904千円増加したこと等によるものであります。  

純資産は、前連結会計年度末に比べ148,154千円増加し34,954,356千円となりました。これは、主と

して利益剰余金が187,602千円増加したこと等によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は93.5％となりました。 

  

平成24年3月期の連結業績予想につきましては、平成23年5月13日に公表いたしました第2四半期累計

期間及び通期の連結業績予想の数値から変更はございません。 

１．当四半期決算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

（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
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

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．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（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 9,015,106 9,811,187

受取手形及び売掛金 320,424 305,891

有価証券 1,001,734 701,636

商品及び製品 3,595 4,263

仕掛品 60,997 23,051

原材料及び貯蔵品 373 －

繰延税金資産 25,398 25,398

未収還付法人税等 611,833 615,647

その他 29,125 24,359

貸倒引当金 △1,293 △1,226

流動資産合計 11,067,295 11,510,210

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,613,539 2,577,902

その他（純額） 273,700 266,229

有形固定資産合計 2,887,239 2,844,132

無形固定資産

のれん 275,594 272,061

その他 1,429 1,429

無形固定資産合計 277,023 273,490

投資その他の資産

投資有価証券 19,753,919 19,696,454

繰延税金資産 117,606 130,274

長期預金 3,000,000 2,700,000

その他 28,266 23,767

貸倒引当金 △1,600 △1,600

投資その他の資産合計 22,898,192 22,548,896

固定資産合計 26,062,455 25,666,519

資産合計 37,129,751 37,176,730
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（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 182,612 129,915

短期借入金 140,040 43,680

未払法人税等 24,597 99,502

前受金 168,525 159,805

受注損失引当金 37,952 25,238

その他 157,635 189,672

流動負債合計 711,364 647,815

固定負債

長期借入金 159,960 149,040

繰延税金負債 31,850 31,850

退職給付引当金 173,760 161,308

環境対策引当金 1,036,800 1,036,800

資産除去債務 11,764 11,764

その他 198,051 183,795

固定負債合計 1,612,185 1,574,557

負債合計 2,323,549 2,222,373

純資産の部

株主資本

資本金 551,443 551,443

資本剰余金 68,035 68,035

利益剰余金 34,980,103 35,167,705

自己株式 △1,187,895 △1,188,096

株主資本合計 34,411,686 34,599,087

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 211,032 167,868

その他の包括利益累計額合計 211,032 167,868

少数株主持分 183,483 187,400

純資産合計 34,806,202 34,954,356

負債純資産合計 37,129,751 37,176,730
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（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）

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 735,036

売上原価 442,696

売上総利益 292,340

販売費及び一般管理費

役員報酬 28,350

従業員給料及び賞与 16,996

業務委託費 16,810

その他 24,629

販売費及び一般管理費合計 86,786

営業利益 205,553

営業外収益

受取利息 4,433

受取配当金 8,694

持分法による投資利益 263,980

その他 244

営業外収益合計 277,353

営業外費用

支払利息 544

その他 1

営業外費用合計 546

経常利益 482,361

特別利益

投資有価証券償還益 2,665

特別利益合計 2,665

特別損失

投資有価証券売却損 601

特別損失合計 601

税金等調整前四半期純利益 484,424

法人税等 121,348

少数株主損益調整前四半期純利益 363,076

少数株主利益 3,918

四半期純利益 359,158
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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)

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 363,076

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19,262

持分法適用会社に対する持分相当額 △23,901

その他の包括利益合計 △43,163

四半期包括利益 319,912

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 315,994

少数株主に係る四半期包括利益 3,918
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該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

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謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬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

更及び誤謬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。 

  

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） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ 製造事業の主な製品は、航空機部品、暖房機であります。 

２ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、たばこ、飲料水の販売、電算機
計算業務受託等を行っております。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結累計期間

については記載しておりません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント

その他(注2) 合計
不動産 
賃貸事業

製造事業(注1)
不動産
管理事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 433,658 187,250 72,349 693,258 41,778 735,036

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

292 ― 476 768 7,416 8,185

     計 433,951 187,250 72,825 694,027 49,194 743,222

セグメント利益 186,760 1,797 8,066 196,624 9,214 205,838

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 196,624

「その他」の区分の利益 9,214

セグメント間取引消去 36

全社費用(注) △321

四半期連結損益計算書の営業利益 205,553
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該当事項はありません。 

  

（６）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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当社グループの不動産賃貸事業、不動産管理事業及びその他の事業については、生産実績及び受注状況

を画一的に表示することが困難なため、記載しておりません。 

また、当社グループは前第３四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同

四半期比較は行っておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における製造事業セグメントの生産実績を示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 暖房機及び食器洗浄機については、前連結会計年度末で事業を廃止することを決定しており、平成23年６月

末をもって生産を終了しております。 

  

当第１四半期連結累計期間における製造事業セグメントの受注状況を示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 暖房機及び食器洗浄機については、前連結会計年度末で事業を廃止することを決定しており、平成23年６月
末をもって生産を終了しております。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円)

製造事業

 航空機部品 81,141

 製紙装置 1,376

 暖房機 100,036

 食器洗浄機 3,769

 その他 926

合計 187,250

② 受注状況

セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

製造事業

 航空機部品 72,423 62,602

 製紙装置 76 ―

 暖房機 1,480 ―

 食器洗浄機 969 ―

 その他 926 ―

合計 75,876 62,602

新立川航空機㈱　(5996)　平成24年3月期　第1四半期決算短信

10



  

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
  
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 暖房機及び食器洗浄機については、前連結会計年度末で事業を廃止することを決定しており、平成23年６月

末をもって生産を終了しております。 

  

  

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円)

製造事業

 航空機部品 81,141

 製紙装置 1,376

 暖房機 100,036

 食器洗浄機 3,769

 その他 926

 小計 187,250

不動産賃貸事業 433,658

不動産管理事業 72,349

その他の事業 41,778

合計 735,036
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