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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 10,253 △13.7 1,602 △32.3 1,622 △28.8 805 △36.9
23年3月期第2四半期 11,885 △4.0 2,366 8.2 2,279 10.5 1,276 20.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 901百万円 （△35.1％） 23年3月期第2四半期 1,388百万円 （―％）

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2四半期 15.59 ―
23年3月期第2四半期 24.70 ―

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2四半期 78,025 46,499 58.0 876.13
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2四半期 45,263百万円 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 ： 有
配当予想の修正については、本日（平成23年10月27日）公表いたしました「平成24年3月期（第43期）剰余金配当（中間）の決定及び配当予想（期末）の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。

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 ― 6.00
24年3月期（予想） ― 6.00 12.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
連結業績予想の修正については、本日（平成23年10月27日）公表いたしました「第２四半期（累計）業績予想値と決算値の差異及び通期業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。

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 20,910 △7.1 2,980 19.9 2,960 23.5 1,400 △31.5 27.10



(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（2）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きの対象外であり、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き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、［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2Q 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2Q 3,241,126 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2Q 51,662,744 株 23年3月期2Q 51,663,424 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四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企業収益の減少等依然として厳し

い状況の中、生産活動や個人消費は持ち直しの動きが見られます。しかしながら、電力供給の制約や原子力災害の

影響に加え、欧州の金融不安や米国経済の停滞懸念を背景に円高・株安が長期化しており、先行きの不透明感が払

拭されない状況となりました。 

 航空業界におきましては、旅客需要が震災以降急減しましたが、需要喚起策や機材適正化により利用率は回復傾

向にあります。大手航空会社は、今年度下期に最新鋭機ボーイング787型機の導入及び大幅な費用削減により収益

性の改善に取り組んでおります。 

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）の当第２四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諸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10,253百万円（対前年同期比13.7％減少）、

営業利益は1,602百万円(同32.3％減少)、経常利益は1,622百万円(同28.8％減少)、四半期純利益は805百万円（同

36.9％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 

 不動産賃貸事業は、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月の大手航空会社による大口賃貸施設の一部解約の影響の平年度化等により、売上高は6,640百

万円と対前年同期比1,389百万円減少(△17.3％)となり、営業利益も988百万円と728百万円減少（△42.4％）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り売上増

加はあったものの、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2,145百万円と対前年同期比146

百万円減少(△6.4％)となりましたが、営業利益は電気料、ガス料等経費減少により471百万円と24百万円増加

（5.4％)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1,469百万円と対前年

同期比96百万円減少（△6.1％）となり、営業利益も143百万円と60百万円減少（△29.6％）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２四半期連結会計期間末における総資産は、関西国際空港に隣接する「りんくう国際物流センター」の取得

及び東京都大田区蒲田でのホテル新築に伴う資産の増加があったため、前連結会計年度末比4,942百万円増加の

78,025百万円となりました。 

  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前期に未払費用で計上した平成22年度地代を当期で支払ったこと

による減少があったものの、固定資産取得に伴う長期借入金の増加があったため、前連結会計年度末比4,603百万

円増加の31,526百万円となりました。 

  

（純資産） 

当第２四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２四半期連

結累計期間純利益が805百万円あったこと等により前連結会計年度末比339百万円増加の46,499百万円となりまし

た。 

  

 以上の結果、自己資本比率は58.0％と前連結会計年度末に比べ3.2ポイント減少いたしました。 

  

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 

 平成23年５月12日付の平成23年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）で開示しました平成24年３月期の連結業績

予想は、売上高が、平成23年９月に取得しました関西国際空港に隣接する「りんくう国際物流センター」、11月末

竣工予定の神戸空港格納庫及び東京国際空港勤務者向け共同住宅の売上が増加する一方、東日本大震災以降の節電

対策に伴い、上下給排水売上、熱供給売上の減少が見込まれます。しかしながら、売上減に対応する売上原価も減

少したことに加えて、通期では収益性の高い物件が利益に寄与すること、修繕費等の一層の削減及び固めにみてい

た償却方法の変更に伴う償却費の一層の減少により、各利益が前回発表予想を上回る見込みであり、特に当期純利

益が33％増加することを予想しております。このため、前回予想の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を修

正するものです。 

  

（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） 

 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 百万円増加しております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

 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により、「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。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

657



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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,876,330 3,865,166

受取手形及び売掛金 2,112,911 1,323,279

リース投資資産 978,839 950,447

商品及び製品 7,466 5,806

原材料及び貯蔵品 42,549 38,009

繰延税金資産 212,412 212,412

その他 688,824 2,079,723

流動資産合計 7,919,331 8,474,842

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 47,232,804 49,888,512

機械装置及び運搬具（純額） 3,376,356 3,291,579

工具、器具及び備品（純額） 52,446 58,129

土地 9,013,879 9,851,857

建設仮勘定 176,732 1,145,941

有形固定資産合計 59,852,217 64,236,018

無形固定資産   

その他 150,394 135,148

無形固定資産合計 150,394 135,148

投資その他の資産   

投資有価証券 2,409,901 2,444,842

長期貸付金 8,927 8,262

繰延税金資産 2,471,254 2,455,972

その他 303,357 302,687

貸倒引当金 △32,800 △32,800

投資その他の資産合計 5,160,639 5,178,963

固定資産合計 65,163,250 69,550,129

資産合計 73,082,581 78,024,971



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,052,528 701,006

短期借入金 5,617,232 5,076,919

未払法人税等 905,307 652,527

未払金及び未払費用 2,135,395 318,030

前受収益 804,436 1,564,058

賞与引当金 129,670 134,194

役員賞与引当金 23,400 21,037

資産除去債務 39,530 －

その他 2,313,481 1,800,248

流動負債合計 13,020,979 10,268,019

固定負債   

長期借入金 8,336,794 15,582,491

長期預り保証金 4,720,038 4,895,849

長期設備関係未払金 410,824 410,824

退職給付引当金 150,534 223,376

役員退職慰労引当金 282,847 144,751

繰延税金負債 636 636

固定負債合計 13,901,673 21,257,927

負債合計 26,922,652 31,525,946

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 6,982,933

利益剰余金 31,996,373 32,543,253

自己株式 △1,561,412 △1,561,516

株主資本合計 44,244,000 44,790,770

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 450,169 472,435

その他の包括利益累計額合計 450,169 472,435

少数株主持分 1,465,760 1,235,820

純資産合計 46,159,929 46,499,025

負債純資産合計 73,082,581 78,024,971



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 11,884,869 10,253,411

売上原価 8,719,542 7,812,608

売上総利益 3,165,327 2,440,803

販売費及び一般管理費   

役員報酬 123,925 110,028

給料及び賞与 217,928 220,338

賞与引当金繰入額 80,832 77,059

役員賞与引当金繰入額 23,400 21,038

旅費交通費及び通信費 43,142 39,328

租税公課 49,619 52,670

減価償却費 7,871 18,600

その他 252,766 299,627

販売費及び一般管理費合計 799,483 838,688

営業利益 2,365,844 1,602,115

営業外収益   

受取利息 1,289 16

受取配当金 13,171 70,257

受取手数料 7,338 1,743

匿名組合投資利益 9,145 11,705

その他 8,329 64,867

営業外収益合計 39,272 148,588

営業外費用   

支払利息 124,366 123,288

その他 1,602 5,546

営業外費用合計 125,968 128,834

経常利益 2,279,148 1,621,869

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 －

受取保険金 － 57,000

その他 120 1,000

特別利益合計 19,326 58,000

特別損失   

固定資産除却損 980 40,148

災害による損失 － 53,688

役員退職慰労金 － 4,669

投資有価証券評価損 12,453 2,608

その他 85 －

特別損失合計 13,518 101,113

税金等調整前四半期純利益 2,284,956 1,578,756



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

法人税等 961,024 700,215

少数株主損益調整前四半期純利益 1,323,932 878,541

少数株主利益 48,026 73,345

四半期純利益 1,275,906 805,196



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,323,932 878,541

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 64,194 22,266

その他の包括利益合計 64,194 22,266

四半期包括利益 1,388,126 900,807

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,340,100 827,462

少数株主に係る四半期包括利益 48,026 73,345



 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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