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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済対策や日本銀行の金融政策などの景気刺激策によ

り円安の進行や消費拡大傾向が継続するなど、緩やかな景気回復傾向が見られました。  

  

 このような環境の下、当社グループの事業概況といたしましては、以下のとおりとなりました。 

  

 「航空関連事業」・「メディア・ライフサービス事業」において、航空機部品の販売増加や不動産関連における事業用

不動産の販売などにより、売上高は前年実績を上回りました。一方、営業利益面では、海外の連結子会社における前期の

たな卸資産の販売の反動や介護関連施設（新規の高齢者向け賃貸事業）の運営費用増加などにより前年実績を下回る結果

となりました。 

  

 「リテール事業」・「フーズ・ビバレッジ事業」においては、空港店舗販売ならびに免税店舗販売が旅客増に伴い共に

好調に推移するとともに、水産物やワインの販売増加、連結子会社が改善傾向にあるなどにより売上高および営業利益面

共に前年実績を上回る結果となりました。 

  

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は48,088百万円（対前年同期比116.1％）となりました。損益面で

は、営業利益803百万円（対前年同期比120.9％）、経常利益811百万円（対前年同期比119.6％）、四半期純利益570百万

円（対前年同期比145.4％）となりました。 

  

[セグメントの概況] 

 セグメント別の概況につきましては以下のとおりです。なお、各業績数値は、グループ内セグメント間売上高及び振替

高、配賦不能営業費用（管理部門の費用など）調整前の金額です。 

  

① 航空関連事業 

 航空機関連では、航空機部品の販売が好調に推移しました。機材・調達関連では、空港特殊車両は販売減少となりまし

たが、環境配慮型道路舗装材装置の販売や物流業務の拡大などにより堅調に推移しました。一方、前期に取扱った海外連

結子会社（JALUX AMERICAS, Inc.）のたな卸資産である訓練用航空機や施設・設備の販売の反動などにより利益が減少し

ました。 

 これらの結果、セグメント合計では、売上高11,756百万円、営業利益275百万円と、それぞれ増収・減益となりまし

た。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

連結業績 

（金額単位：百万円） 

前第２四半期 

（平成24年４～９月） 

当第２四半期 

（平成25年４～９月） 
前期比（％） 前期差 

売上高  41,428  48,088  116.1  6,659

営業利益  664  803  120.9  139

経常利益  678  811  119.6  133

四半期純利益  392  570  145.4  178

航空関連事業 
（金額単位：百万円） 

前第２四半期 
（平成24年４～９月） 

当第２四半期 
（平成25年４～９月） 

前期比（％） 前期差 

売上高  8,670  11,756  135.6  3,085

営業利益  606  275  45.4  △331
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② メディア・ライフサービス事業 

 不動産関連では、施設管理業務の減少や介護関連施設（新規の高齢者向け賃貸事業）の運営費用増加がありましたが、

事業用不動産の販売や施設工事新規受注の拡大などにより、堅調に推移しました。保険関連でも、法人需要の回復と*保

険代理店BPO業務の拡大などにより堅調に推移しました。またメディア関連では、用紙販売が増加しましたが、印刷物販

売やプロモーション業務などが低調に推移しました。 

 これらの結果、セグメント合計では、売上高5,616百万円、営業利益386百万円と、それぞれ増収・減益となりました。

*保険代理店BPO（Business Process Outsourcing） 業務：個人向け保険業務の一環である顧客サービス業務（契約手

続きやコールセンター業務など）の一部を受託する事業  

  
③ リテール事業 

 空港店舗関連では、国内外の旅客増により店舗販売が好調に推移し、ブランド・免税関連でも、訪日外国人増により免

税店舗販売が好調に推移しました。また通信販売関連では、ダイレクトメールの発行部数の見直しなどにより利益は増加

しました。贈答用食品関連では、コンビニエンスストア向けの販売の見直しなどにより利益は改善しました。 

 これらの結果、セグメント合計では、売上高23,054百万円、営業利益978百万円と、それぞれ増収・増益となりまし

た。 

  
④ フーズ・ビバレッジ事業 

 水産関連では、サーモン加工品を中心とする水産物販売が順調に推移しました。農産関連では、主力である生鮮パプリ

カをはじめとする西洋野菜やアスパラ、オクラなどの販売増加により売上高は増加しましたが、原料高や為替の影響、本

年７月に開業した株式会社ＪＡＬＵＸフレッシュフーズにおける初期費用増などにより利益は減少しました。ワイン関連

では、新規取扱商材をはじめ、ブランド力のある高額ワインの販売が好調に推移しました。また、連結子会社である日本

エアポートデリカ株式会社は、夏季における需要増に伴う販売増加や運営費用の見直しなどにより改善傾向となりまし

た。 

 これらの結果、セグメント合計では売上高8,111百万円、営業利益120百万円と、それぞれ増収・増益となりました。 

  

メディア・ 
ライフサービス事業 
（金額単位：百万円） 

前第２四半期 
（平成24年４～９月） 

当第２四半期 
（平成25年４～９月） 

前期比（％） 前期差 

売上高  4,810  5,616  116.7  805

営業利益  470  386  82.1  △84

リテール事業 
（金額単位：百万円） 

前第２四半期 
（平成24年４～９月） 

当第２四半期 
（平成25年４～９月） 

前期比（％） 前期差 

売上高  21,820  23,054  105.7  1,233

営業利益  586  978  166.8  391

フーズ・ビバレッジ事業 
（金額単位：百万円） 

前第２四半期 
（平成24年４～９月） 

当第２四半期 
（平成25年４～９月） 

前期比（％） 前期差 

売上高  6,451  8,111  125.7  1,660

営業利益  △24  120     －  144
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（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 余剰資金運用のための譲渡性預金による有価証券や、販売商品の仕入れによる棚卸資産が増加しました。一方で、

賃貸用不動産の所有目的を変更し、固定資産からたな卸資産へ振り替えて売却したため、有形固定資産が減少しまし

た。また、連結子会社株式の売却により、同社が保有していた資産が減少しました。 

 その結果、総資産は前連結会計年度末と比較して547百万円増加し、31,788百万円になりました。 

  

（負債） 

 空港店舗商品や航空機部品等の仕入債務が増加しました。一方で、借入金が返済により減少しました。また、連結

子会社株式の売却により、同社が保有していた負債が減少しました。 

 その結果、負債合計は前連結会計年度末と比較して27百万円増加し、16,446百万円になりました。 

  

（純資産） 

 剰余金の配当を行った一方で、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加しました。また、為替の変動により為

替換算調整勘定が増加しました。 

 その結果、純資産は前連結会計年度末と比較して519百万円増加し、15,342百万円になりました。また、自己資本

比率は1.3ポイント増加し、45.7％になりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末と比較して

1,036百万円増加し、6,253百万円になりました。 

 各キャッシュ・フローの内容につきましては、以下のとおりです。 

  

（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に加え、仕入債務が増加しました。また、売上債権やたな卸資産が減少しました。その

結果、営業活動により獲得した資金は2,501百万円（前年同四半期より980百万円収入減）になりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 事業譲受による支出や建物建設による支出を行いました。その結果、投資活動により使用した資金は399百万円

（前年同四半期より305百万円支出減）になりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払いや借入金の返済を行った結果、財務活動により使用した資金は1,190百万円（前年同四半期より

1,268百万円支出減）になりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、現時点において通期の業績予想の変更はありません。 
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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 

 当第２四半期連結累計期間において、Taniyama Siam Co., Ltd.の株式を取得し、新たに子会社となったた

め、連結の範囲に含めています。また、株式会社主婦の友ダイレクトは、当社が保有する同社株式を売却したた

め、連結の範囲から除外しています。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  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います。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,219,694 5,298,220 

受取手形及び売掛金 8,034,413 7,879,989 

有価証券 － 1,000,000 

たな卸資産 5,502,201 5,923,907 

その他 2,731,623 2,563,298 

貸倒引当金 △76,035 △44,985 

流動資産合計 21,411,898 22,620,430 

固定資産   

有形固定資産 5,334,815 4,693,330 

無形固定資産 407,506 545,187 

投資その他の資産 4,022,380 3,872,836 

固定資産合計 9,764,702 9,111,355 

繰延資産 64,991 56,855 

資産合計 31,241,592 31,788,640 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,790,479 8,061,291 

短期借入金 2,045,181 1,315,434 

未払法人税等 396,301 320,520 

未払費用 2,164,214 2,173,918 

その他 2,359,857 2,100,249 

流動負債合計 13,756,034 13,971,414 

固定負債   

長期借入金 1,463,875 1,326,536 

退職給付引当金 529,783 468,971 

その他 669,154 679,098 

固定負債合計 2,662,813 2,474,605 

負債合計 16,418,848 16,446,020 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,558,550 2,558,550 

資本剰余金 711,250 711,250 

利益剰余金 11,400,172 11,780,259 

自己株式 △147,089 △143,726 

株主資本合計 14,522,883 14,906,332 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,870 △1,295 

繰延ヘッジ損益 53,458 25,751 

為替換算調整勘定 △716,881 △412,653 

その他の包括利益累計額合計 △665,293 △388,198 

新株予約権 9,882 7,724 

少数株主持分 955,271 816,762 

純資産合計 14,822,743 15,342,620 

負債純資産合計 31,241,592 31,788,640 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 41,428,726 48,088,232 

売上原価 31,993,053 38,252,047 

売上総利益 9,435,673 9,836,184 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 655,008 630,128 

給料及び手当 2,987,471 3,082,715 

退職給付費用 228,780 141,547 

減価償却費 217,159 211,378 

賃借料 1,729,414 1,967,748 

その他 2,953,529 2,999,256 

販売費及び一般管理費合計 8,771,363 9,032,775 

営業利益 664,310 803,408 

営業外収益   

受取利息 5,518 6,844 

受取配当金 17,082 16,012 

持分法による投資利益 59,072 － 

為替差益 － 8,923 

その他 32,095 32,219 

営業外収益合計 113,768 64,000 

営業外費用   

支払利息 24,778 20,951 

持分法による投資損失 － 1,813 

為替差損 40,944 － 

支払手数料 23,530 19,980 

その他 10,480 13,047 

営業外費用合計 99,734 55,792 

経常利益 678,343 811,616 

特別利益   

固定資産売却益 1,608 1,081 

子会社株式売却益 － 54,215 

特別利益合計 1,608 55,296 

特別損失   

固定資産処分損 7,727 6,985 

投資有価証券売却損 481 － 

その他 1,376 － 

特別損失合計 9,585 6,985 

税金等調整前四半期純利益 670,366 859,927 

法人税等 425,748 288,462 

少数株主損益調整前四半期純利益 244,617 571,464 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △148,012 497 

四半期純利益 392,630 570,967 
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 244,617 571,464 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,480 △512 

繰延ヘッジ損益 △36,819 △27,706 

為替換算調整勘定 43,737 288,525 

持分法適用会社に対する持分相当額 781 19,830 

その他の包括利益合計 5,218 280,137 

四半期包括利益 249,836 851,602 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 398,760 848,063 

少数株主に係る四半期包括利益 △148,923 3,539 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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 670,366 859,927 

減価償却費 316,008 294,422 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,749 5,403 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,681 △22,059 

受取利息及び受取配当金 △22,600 △22,856 

支払利息 24,778 20,951 

為替差損益（△は益） 6,026 1,249 

持分法による投資損益（△は益） △59,072 1,813 

固定資産除売却損益（△は益） 6,118 5,904 

子会社株式売却損益（△は益） － △54,215 

投資有価証券売却損益（△は益） 481 － 

売上債権の増減額（△は増加） 3,020,472 303,699 

たな卸資産の増減額（△は増加） 989,648 301,877 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,523,909 1,362,551 

前渡金の増減額（△は増加） △280,629 △201,432 

前受金の増減額（△は減少） 534,931 50,059 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 313 350 

その他 9,788 △212,331 

小計 3,755,153 2,695,314 

利息及び配当金の受取額 30,879 35,726 

利息の支払額 △27,956 △23,694 

法人税等の支払額 △276,606 △356,588 

法人税等の還付額 － 150,401 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,481,469 2,501,159 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △704,816 △203,622 

有形固定資産の売却による収入 1,871 5,657 

無形固定資産の取得による支出 △69,299 △141,036 

投資有価証券の取得による支出 △4,130 △4,132 

投資有価証券の売却による収入 117,734 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出 － △22,775 

事業譲受による支出 － △205,799 

貸付けによる支出 － △4,088 

貸付金の回収による収入 43,200 46,457 

定期預金の預入による支出 △4,707 △7,000 

長期差入保証金増加による支出 △149,274 △106,427 

長期差入保証金減少による収入 69,866 252,675 

その他 △4,986 △9,217 

投資活動によるキャッシュ・フロー △704,540 △399,310 
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,590,336 △424,915 

長期借入れによる収入 32,000 － 

長期借入金の返済による支出 △537,170 △495,100 

配当金の支払額 △190,778 △188,698 

少数株主への配当金の支払額 △60,000 △36,000 

その他 △112,775 △45,454 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,459,059 △1,190,168 

現金及び現金同等物に係る換算差額 757 124,757 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 318,626 1,036,437 

現金及び現金同等物の期首残高 5,384,667 5,216,742 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,703,293 6,253,179 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

 【セグメント情報】  

Ⅰ 前第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） 

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 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用 千円が含まれています。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費です。 

   ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

２．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。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用 千円が含まれています。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費です。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

２．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 

 （のれんの金額の重要な変動） 

 「フーズ・ビバレッジ事業」セグメントにおいて、平成25年７月１日付で株式会社アグリ・サンの事業を譲り

受け、また同社のグループ海外子会社２社の全株式を取得しました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、

当第２四半期連結累計期間においては 千円です。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント 
調整額 

（注１） 

四半期連結損

益計算書計上

額（注２） 航空関連事業 
メディア・ラ

イフサービス

事業 

リテール事
業 

フーズ・ビバ
レッジ事業 計 

売上高              

外部顧客への売上高  8,614,026  4,723,995  21,813,355  6,277,348  41,428,726  －  41,428,726

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 56,777  86,721  7,031  174,398  324,929  △324,929  －

計  8,670,804  4,810,717  21,820,387  6,451,747  41,753,656  △324,929  41,428,726

セグメント利益又は損失(△)  606,270  470,359  586,672  △24,533  1,638,767  △974,457  664,310

△974,457 643

△975,100

  

報告セグメント 
調整額 

（注１） 

四半期連結損

益計算書計上

額（注２） 航空関連事業 
メディア・ラ

イフサービス

事業 

リテール事
業 

フーズ・ビバ
レッジ事業 計 

売上高              

外部顧客への売上高  11,673,179  5,544,921  23,041,652  7,828,478  48,088,232  －  48,088,232

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 82,958  71,303  12,448  283,300  450,010  △450,010  －

計  11,756,137  5,616,225  23,054,101  8,111,778  48,538,242  △450,010  48,088,232

セグメント利益  275,082  386,264  978,413  120,092  1,759,852  △956,444  803,408

△956,444 5,046

△961,490

228,359
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