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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 10,600 3.4 1,856 15.8 2,019 24.5 1,181 46.7
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 951百万円 （5.6％） 24年3月期第2四半期 901百万円 （△35.1％）

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

25年3月期第2四半期 22.87 ―
24年3月期第2四半期 15.59 ―

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

25年3月期第2四半期 73,465 46,305 61.2 870.37
24年3月期 74,864 47,274 61.4 915.05
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  44,966百万円 24年3月期  45,958百万円

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

24年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
25年3月期 ― 6.00
25年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25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  ：  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 21,170 1.7 3,430 23.8 3,340 23.2 1,980 14.5 38.33



(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（注記事項）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 

(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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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］2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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
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） 25年3月期2Q 54,903,750 株 24年3月期 54,903,750 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,241,269 株 24年3月期 3,241,249 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 51,662,491 株 24年3月期2Q 51,662,744 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、世界景気の減速等を背景として、景気回復の動きに足踏みが

みられ、さらに、日中・日韓関係の悪化が経済に悪影響を与えていることから、景気の下押しが懸念される状況と

なっております。 

  航空業界におきましては、ＬＣＣ（格安航空会社）が台頭する他、全日本空輸株式会社は大規模な設備投資等に

対応する公募増資を行い、日本航空株式会社は東京証券取引所に再上場を果たす等、航空各社ともに厳しい競争を

勝ち抜くべく経営基盤の強化を図っております。 

  また、平成24年７月には関西国際空港と大阪国際空港との経営統合が行われ、早期のコンセッション実現を目指

すなど、今後も国管理空港等の運営改革の動きが進むことが予想されます。 

  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、前期途中に取得した地方空港や空港外物件の稼働、不稼働物件の入居率向上等により、売上高は 百

万円（対前年同期比 ％増加）、営業利益は 百万円（同 ％増加）、経常利益は 百万円（同 ％

増加）、四半期純利益は 百万円（同 ％増加）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」、平

成23年11月に竣工しました「神戸空港格納庫」、平成24年８月に竣工しました「北九州空港トレーニングセンタ

ー」等の稼働と東京国際空港における不稼働物件の入居率向上等により、売上高は 百万円と対前年同期比

百万円増加（ ％増加）となり、営業利益は 百万円と 百万円増加（ ％増加）となりました。 

   

②熱供給事業 

  熱供給事業は、冷房等売上増加により、売上高は 百万円と対前年同期比 百万円増加（ ％増加）とな

りましたが、営業利益はガス料等経費の増加に伴い 百万円と 百万円増加（ ％増加）にとどまりました。 

   

③給排水運営その他事業 

  給排水運営その他事業は、給排水運営事業の新千歳空港における契約の終了及び大阪国際空港における契約形

態の変更により、売上高は 百万円と対前年同期比206百万円減少（ ％減少）となり、営業利益も 百

万円と 百万円減少（ ％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２四半期連結会計期間末における総資産は、連結子会社１社が適用除外となったことに伴う現金及び預金の

減少及び減価償却による固定資産の減少等により、前連結会計年度末比 百万円減少の 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、平成24年度地代の請求に伴う前受収益の増加等があったものの、

借入金の返済を進めた結果等により、前連結会計年度末比 百万円減少の 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、当第２四半期連結累計期間純利益があったものの、配当金の支

払及び連結子会社１社が適用除外となったことに伴う利益剰余金の減少により、前連結会計年度末比 百万円減

少の 百万円となりました。 

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

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月11日付の平成24年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)で発表いたしました、平成25年３月期の連結

業績予想に、変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

10,600

3.4 1,856 15.8 2,019 24.5

1,181 46.7

7,103

463 7.0 1,260 272 27.5

2,234 89 4.2

472 1 0.3

1,263 14.0 123

20 13.9

1,399 73,465

431 27,160

969

46,305

61.2 0.2
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（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。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

  当社は法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  なお、変更に伴う影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,855,193 2,098,312

受取手形及び売掛金 1,409,289 1,186,333

リース投資資産 920,135 1,373,785

商品及び製品 5,358 －

原材料及び貯蔵品 44,437 39,362

繰延税金資産 94,763 94,763

短期貸付金 2,299,417 －

その他 636,270 2,172,077

流動資産合計 8,264,862 6,964,632

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 50,321,117 49,422,430

機械装置及び運搬具（純額） 3,111,551 3,357,962

工具、器具及び備品（純額） 50,792 42,424

土地 8,038,134 7,991,622

建設仮勘定 139,657 243,970

有形固定資産合計 61,661,251 61,058,408

無形固定資産 131,425 114,605

投資その他の資産   

投資有価証券 2,508,437 2,800,138

長期貸付金 7,596 6,931

繰延税金資産 1,962,805 2,124,733

その他 366,259 433,818

貸倒引当金 △38,233 △38,233

投資その他の資産合計 4,806,864 5,327,387

固定資産合計 66,599,540 66,500,400

資産合計 74,864,402 73,465,032
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,756,444 670,683

短期借入金 4,963,532 5,260,092

未払金 162,917 301,311

未払法人税等 256,940 683,371

未払費用 171,416 73,865

前受収益 763,680 1,949,190

賞与引当金 119,239 128,482

役員賞与引当金 21,038 21,038

有形固定資産撤去費用引当金 31,801 －

その他 966,624 872,631

流動負債合計 9,213,631 9,960,663

固定負債   

長期借入金 13,092,862 11,393,286

長期預り保証金 4,606,985 5,097,259

長期設備関係未払金 359,471 359,471

退職給付引当金 148,425 160,438

役員退職慰労引当金 169,454 189,197

固定負債合計 18,377,197 17,199,651

負債合計 27,590,828 27,160,314

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,826,100 6,826,100

資本剰余金 6,982,921 6,982,921

利益剰余金 33,156,964 32,456,995

自己株式 △1,561,558 △1,561,565

株主資本合計 45,404,427 44,704,451

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 553,678 261,261

その他の包括利益累計額合計 553,678 261,261

少数株主持分 1,315,469 1,339,006

純資産合計 47,273,574 46,304,718

負債純資産合計 74,864,402 73,465,032
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,253,411 10,600,070

売上原価 7,812,608 7,976,595

売上総利益 2,440,803 2,623,475

販売費及び一般管理費   

役員報酬 110,028 110,724

給料及び賞与 220,338 214,924

賞与引当金繰入額 77,059 74,905

役員賞与引当金繰入額 21,038 21,038

旅費交通費及び通信費 39,328 41,128

租税公課 52,670 40,427

減価償却費 18,600 17,635

その他 299,627 247,095

販売費及び一般管理費合計 838,688 767,876

営業利益 1,602,115 1,855,599

営業外収益   

受取利息 16 215

受取配当金 70,257 350,285

受取手数料 1,743 7,354

匿名組合投資利益 11,705 13,794

その他 64,867 37,298

営業外収益合計 148,588 408,946

営業外費用   

支払利息 123,288 146,826

固定資産除却損 － 98,645

その他 5,546 454

営業外費用合計 128,834 245,925

経常利益 1,621,869 2,018,620

特別利益   

受取保険金 57,000 －

その他 1,000 －

特別利益合計 58,000 －

特別損失   

固定資産除却損 40,148 40,118

災害による損失 53,688 －

役員退職慰労金 4,669 495

投資有価証券評価損 2,608 －

特別損失合計 101,113 40,613

税金等調整前四半期純利益 1,578,756 1,978,007

法人税等 700,215 734,706

少数株主損益調整前四半期純利益 878,541 1,243,301

少数株主利益 73,345 61,865

四半期純利益 805,196 1,181,436
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（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 878,541 1,243,301

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,266 △292,416

その他の包括利益合計 22,266 △292,416

四半期包括利益 900,807 950,885

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 827,462 889,020

少数株主に係る四半期包括利益 73,345 61,865
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  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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