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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期
第１四半期
累計(会計)期間

第12期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

事業収益（千円） 9,992,331 50,373,161

経常利益又は損失（△）（千円） △1,424,873 2,749,979

四半期（当期）純利益又は損失

（△）（千円）
△1,372,880 2,627,986

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
― ―

資本金（千円） 4,202,465 4,202,465

発行済株式総数（株） 59,885,700 59,885,700

純資産額（千円） 8,204,046 9,564,569

総資産額（千円） 18,592,126 18,415,728

１株当たり純資産額（円） 136.29 159.34

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は損失金額（△）（円）
△23.06 44.14

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ―

１株当たり配当額（円） ― ―

自己資本比率（％） 43.6 51.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△76,140 3,424,620

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△411,702 △1,369,853

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3 △1,758,880

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,001,193 1,489,045

従業員数（人） 1,084 1,095

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」に

つきましては記載しておりません。

　　　　２．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、当社は持分法を適用する関連会社がないので、持分法を適用

した場合の投資利益を記載しておりません。

　　　　３．第12期は、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　　　　４．第13期第１四半期累計(会計)期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式は存

在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　　　　５．事業収益には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,084  

　（注）１　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数は、受入出向者１名を含んでおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）事業別売上高

科目

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 構成比（％）

航空事業収入

　旅客収入 9,797,921 98.06

貨物収入 36,118 0.36

小計 9,834,040 98.42

附帯事業収入 158,291 1.58

合計 9,992,331 100.00

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）運航実績

項目
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

運航回数（回） 4,965

飛行距離（km） 4,986,386

飛行時間（時間） 8,385

(3）利用率

項目
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

旅客キロ（千人・km） 815,267

座席キロ（千席・km） 1,138,727

座席利用率（％） 71.6

　（注）１　旅客キロは、各路線各区間の旅客数（千人）に各区間距離（km）を乗じたものの合計であります。

２　座席キロは、各路線各区間の有効座席数（千席）に各区間距離（km）を乗じたものの合計であります。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

　

契約の種類 契約の内容 契約相手先 備考

航空機材リース契約　 航空機材のリース
GECAS　Aircraft　Leasing　

Norway　AS.　 Boeing社737-800型機２機　

航空機材リース契約　 航空機材のリース
Aviation　Capital　Group　

Corporation　 Boeing社737-800型機２機　

運航乗務員の提供に関す

る契約
運航乗務員の提供 Rishworth Aviation Limited

ニュージーランドにある航空

機パイロット提供会社
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。また、当事業年度

が四半期報告制度導入初年度であるため、文中の比較・分析に用いた前年同期数値は、独立監査人による四半期レ

ビューを経たものではありません。

　

(1)経営成績の分析

　当第１四半期におけるわが国経済は、緩やかな景気回復が期待されながらも足踏み状態であり、米国経済の減速や株

式・為替市場の変動、原油価格動向等を考慮すると楽観を許さない状況にあります。

　航空業界におきましては、国内旅客需要は一定の水準で推移しておりますが、経済情勢を反映した消費動向、原油価

格変動による燃料費負担の急激な増加、及び航空各社の旅客獲得競争の激化等、厳しい経営環境が続いております。

　こうした中、当社は航空機10機（Boeing737-800型６機、Boeing767-300型４機）による東京＝福岡線、東京＝札幌線、東

京＝神戸線、東京＝那覇線の主要幹線の運航に加え、平成20年4月25日、新たに東京＝旭川線に就航いたしました。

　また、平成20年６月にはB737型機１機を導入し、B767型機１機の返還整備に着手しました。しかしながら、一時的な

B737型機の機長資格操縦士の不足による運休便の発生に伴い、運航実績につきましては運航便数は増加（前年同期比

4.7％増）しましたが、提供座席数は減少（前年同期比4.2％減）いたしました。

国内旅客事業につきましては、競争激化による旅客単価の下落、運休便発生による旅客数の減少等により旅客収入は

9,797百万円（前年同期10,641百万円）にとどまりました。

　事業費につきましては、空港使用料の減少（前年同期比11.9％減）、航空機材費の減少（前年同期比16.7%減）等、航

空機転換による費用構造の変化はありましたが、燃料価格の高騰による燃料費関連費の増加（前年同期比18.9%増）

の影響は大きく事業費総額は11,043百万円（前年同期10,133百万円）に増加しました。販売費及び一般管理費は689百

万円（前年同期729百万円）と減少しました。

　これらの結果、事業収益は9,992百万円、営業損失は1,740百万円、経常損失は1,424百万円、第1四半期純損失は1,372百

万円となりました。

　

　なお、国内定期便路線の搭乗実績は次のとおりであります。

 
平成20年

第13期
第1四半期平均

４月 ５月 ６月

東京＝福岡線 75％ 70％ 69％ 71％

東京＝札幌線 70％ 79％ 84％ 78％

東京＝神戸線 73％ 87％ 79％ 79％

東京＝那覇線 67％ 63％ 67％ 66％

東京＝旭川線 68％ 66％ 55％ 62％

　　合計 72％ 72％ 72％ 72％

　

(2)財政状態の分析

　当第１四半期期末の総資産は、前事業年度末に比べて176百万円増加し、18,592百万円となりました。これは主に、現金

及び預金の減少487百万円、売上債権の増加195百万円、未収入金の減少313百万円、航空機部品、空港関連器材等の増加

188百万円、長期預け金の増加448百万円、敷金保証金の増加144百万円によるものであります。

　負債合計は、前事業年度に比べて1,536百万円増加し、10,388百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少203百

万円、旅客収入前受金の増加1,078百万円、整備引当金の増加725百万円によるものであります。

　純資産合計は、前事業年度末に比べて1,360百万円減少し、8,204百万円となりました。これは主に、当第１四半期純損

失1,372百万円の計上によるものであります。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期における現及び現金同等物残高は、前期末に比べて487百万円減少し、1,001百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期におきましては、主に前受旅客収入金の増加1,078百万円、減価償却費・整備引当金等非資金性費用の

加算などの資金増加に対し、税引前四半期純損失1,366百万円、オペレーティングリースによる航空機材導入に伴う

長期預け金の増加448百万円などの資金減少により、営業活動により使用した資金は76百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期におきましては、主に未稼働資産の売却108百万円、航空機材（B767-300型機）の返還によるリース

保証金の回収等212百万円による収入を得る一方、航空機部品の購入並びに空港設備の新規取得・拡充による設備

投資支出516百万円、また新規航空機材（B737-800型機）導入に伴うリース保証金の差入等による支出216百万円に

より、投資活動により使用した資金は411百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期におきましては、自己株式の取得（単元未満株式の買取３千円）による支出の他、財務活動による

キャッシュ・フローはありませんでした。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　①B737型機操縦士の安定的確保

　一時的な機長資格操縦士の不足を招いた要因のうち、操縦士訓練（定期訓練・昇格訓練・養成訓練等）の最も重

要なプロセスである訓練施設を必要とする訓練課程につきましては、その全てを他社の施設に依存しており、その

施設の状況によっては当該訓練課程の進捗に影響を受けるため、必ずしも効率的な操縦士訓練が実施されない環境

にあります。

　これらを解消し、安定的かつ効率的な操縦士を確保する目的でシミュレーター（模擬飛行訓練装置）を中核とす

る操縦士訓練施設の取得につきまして検討を進めております。

　　　②資金の確保

　燃料価格の急激かつ大幅な上昇による燃料費負担の増加や航空機材構成の移行に伴う一時的な旅客収入構造の変

化により生ずるキャッシュ・フローへの影響につきましては、営業活動の強化、投資活動の抑制もしくは調達方法

の変更、金融機関からの借入、資産の流動化等、多様な施策をもって対処してまいります。

　

(5)研究開発活動

　該当事項はありません。

　

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社を取り巻く事業環境は、想定困難な原油価格情勢、為替変動、個人消費動向等の外部要因により大きく変動す

る状況にあります。

　当社はこれらの状況を踏まえて、継続的なコスト抑制活動はもとより、需要動向、事業効率等を注視し、運航計画、

運賃設定及び販売施策等につきまして、弾力的に検討し、機動的に実施する方針であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備の異動は次のとおりであります。

①航空機

　平成20年６月に以下の航空機を導入しました。

機種 機数（機） 全長（m） 前幅（m）
最大離陸重量

（ポンド）　
客席数（席）　

　Boeing社737-800型機 1 39.4 34.3 155,500 177

　（注）当該航空機はGECAS Aircraft Leasing Norway AS. からのオペレーティング・リースで、平成20年６月から96ヶ

　　　　月間の契約であります。

　

②事業所等

事業所名
（所在地）

事業部門別
の名称

設備の内容
帳簿価額（千円）

従業員数
（人）

建物 器具備品 差入保証金 合計

千歳空港支店

　　旭川空港所

（北海道上川郡東神楽町）

運航業務

整備業務

空港業務

旅客業務

情報機器等

通信設備

内装設備

37,794 21,717 ― 59,511 33

　（注）１　金額は、平成20年６月30日現在の帳簿価額によっております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、前事業年末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありま

せん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。なお、当第１四半期会

計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したものは、次のとおりでありま

す。

・新設計画

旭川空港所の空港施設・設備の新設については、平成20年４月に完了し、平成20年４月25日、東京＝旭川線の就航を

開始しました。

　

　

　

　

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

 7/30



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 187,720,000

計 187,720,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数
（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 59,885,700 59,885,700
東京証券取引所

マザーズ
―

計 59,885,700 59,885,700 ― ―

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づく新株予約権に関する事項は次のとおりであります。

合併によりゼロ株式会社から承継した第１回新株予約権

　平成14年６月14日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 11（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ──

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,300

新株予約権の行使時の払込金額（円） 108,300（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成16年７月１日

至　平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　108,300

資本組入額　 　54,150

新株予約権の行使の条件

　権利行使時において当社の取締役及び従業員の地位を保

有していることを要します。

　その他細目については、平成14年６月14日の定時株主総

会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で

締結する新株予約権付与契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡、質入その他の処分及び相続は認められません。

代用払込みに関する事項  ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ──

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、300株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により払込金

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の時価

既発行株式数 ＋分割・新規発行による増加株式数

３　新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の目的となる株式の数を減じております。
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合併によりゼロ株式会社から承継した第２回新株予約権

　平成15年６月17日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 446（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ──

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 133,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 101,100（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成15年10月１日

至　平成20年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　101,100

資本組入額　　101,100

新株予約権の行使の条件

　権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び業

務委託契約者の地位を保有していることを要します。

　その他細目については、平成15年６月17日の定時株主総

会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で

締結する新株予約権付与契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡、質入その他の処分及び相続は認められません。

代用払込みに関する事項  ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ──

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、300株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により払込金

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の時価

既発行株式数 ＋分割・新規発行による増加株式数

３　新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の目的となる株式の数を減じております。

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

10/30



合併によりゼロ株式会社から承継した第３回新株予約権

　平成16年６月15日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 153（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ──

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 45,900

新株予約権の行使時の払込金額（円） 169,500（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 169,500

資本組入額　 169,500

新株予約権の行使の条件

　権利行使時において当社の取締役、従業員及び業務委託

契約者の地位を保有していることを要します。

　その他細目については、平成16年６月15日の定時株主総

会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で

締結する新株予約権付与契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入その他の処分及び相続は認められません。

代用払込みに関する事項  ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ──

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、300株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３　新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の目的となる株式の数を減じております。
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　平成16年１月28日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,254（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ──

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 250,800 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 59,200（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成18年４月１日

至　平成23年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 59,200

資本組入額　 29,600

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において

も、当社の取締役、監査役および従業員であることを要す。

ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には上記新

株式予約権の行使期間の開始時、または退任もしくは退職

のどちらか遅い時点から２年間に限り権利行使できるも

のとする。

　その他の条件については、平成16年１月28日の定時株主

総会および取締役会の決議に基づき、当社と対象取締役、

監査役および従業員との間で締結する「新株予約権割当

契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれ

を認めない。

代用払込みに関する事項  ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ──

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３　新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の目的となる株式の数を減じております。
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　平成16年１月28日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 133（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ──

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）  26,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 89,600（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成18年６月１日

至　平成23年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 89,600

資本組入額　 44,800

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において

も、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場

合には上記新株式予約権の行使期間の開始時、または退職

のどちらか遅い時点から２年間に限り権利行使できるも

のとする。

　その他の条件については、平成16年１月28日の定時株主

総会および取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間

で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによ

る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれ

を認めない。

代用払込みに関する事項  ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ──

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３　新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の目的となる株式の数を減じております。

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

13/30



　平成17年６月23日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 4,130（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ──

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 413,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 76,600（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日

至　平成24年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 76,600

資本組入額　 38,300

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において

も、当社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には上記新

株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、

当該期間の開始時、又は退任もしくは退職のどちらか遅い

時点から２年間に限り権利行使できるものとする。

　その他の条件については、平成17年６月23日の定時株主

総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象取締役、監

査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契

約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれ

を認めない。

代用払込みに関する事項  ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ──

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３　新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の目的となる株式の数を減じております。
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会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。

　平成18年６月22日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,736（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ──

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 373,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 60,800（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月１日

至　平成25年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 60,800

資本組入額　 30,400

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約

権を放棄した場合には行使できないものとする。新株予約

権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従

業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記

新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内

で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から

２年間に限り権利行使できるものとする。

　その他の条件については、平成18年６月22日の定時株主

総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で

締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれ

を認めない。

代用払込みに関する事項  ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ──

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３　新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の目的となる株式の数を減じております。

４　新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当

社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締

役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができる。
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　平成19年６月27日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 5,840（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ──

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 584,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 33,900（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月１日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　33,900

資本組入額　17,000

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約

権を放棄した場合には行使できないものとする。新株予約

権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従

業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記

新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内

で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から

２年間に限り権利行使できるものとする。

　その他の条件については、平成19年６月27日の定時株主

総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で

締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれ

を認めない。

代用払込みに関する事項  ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ──

　（注）１　新株予約権１個の目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３　新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の目的となる株式の数を減じております。

４　新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当

社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締

役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができる。

（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
─ 59,885,700 ─ 4,202,465 ─ 6,701,465

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） （普通株式） 345,400 ― ―

完全議決権株式（その他）
（普通株式）

59,537,500
595,375 ―

単元未満株式 （普通株式） 　2,800 ― ―

発行済株式総数 59,885,700 ― ―

総株主の議決権 ― 595,375 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式181,900株が含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1,819個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 スカイマーク株式会社
東京都港区浜松町

一丁目30番５号
345,400 ― 345,400 0.58

計 ― 345,400 ― 345,400 0.58

（注）第１四半期末現在の自己株式数は345,500株であります。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 240 249 214

最低（円） 220 204 181

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　

役職の異動　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

　監査役 ― 　常勤監査役 ― 﨑井　重信　 平成20年８月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　　0.04％

売上高基準　　　　　1.26％

利益基準　　　　　  0.01％

利益剰余金基準　　　0.04％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年3月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,001,193 1,489,045

営業未収入金 2,544,530 2,346,550

貯蔵品 674,931 686,643

未収還付消費税 195,872 151,332

前払費用 1,489,290 1,492,115

その他 211,287 533,722

貸倒引当金 △51,416 △48,472

流動資産合計 6,065,690 6,650,936

固定資産

有形固定資産

航空機部品 3,834,104 3,641,253

減価償却累計額 △1,700,895 △1,564,207

航空機部品（純額） 2,133,209 2,077,045

建物 440,894 413,793

減価償却累計額 △193,825 △193,658

建物（純額） 247,069 220,135

車両運搬具 1,243,140 1,210,449

減価償却累計額 △833,004 △866,512

車両運搬具（純額） 410,136 343,937

工具、器具及び備品 651,300 624,251

減価償却累計額 △372,427 △349,517

工具、器具及び備品（純額） 278,873 274,733

建設仮勘定 451,711 416,839

有形固定資産合計 3,521,001 3,332,692

無形固定資産 28,533 29,781

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,333,216 2,189,152

長期預け金 6,460,228 6,011,632

その他 70,090 70,622

貸倒引当金 △10,608 △10,776

投資その他の資産合計 8,852,926 8,260,631

固定資産合計 12,402,460 11,623,104

繰延資産 123,975 141,686

資産合計 18,592,126 18,415,728
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年3月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金 1,869,380 2,072,742

未払金 441,202 324,992

未払費用 365,574 413,287

未払法人税等 18,914 24,697

前受旅客収入金 2,616,193 1,537,368

定期整備引当金 1,041,430 406,586

返還整備引当金 1,706,292 1,611,837

その他 148,858 277,783

流動負債合計 8,207,846 6,669,296

固定負債

定期整備引当金 1,961,480 2,129,316

返還整備引当金 163,807 －

その他 54,946 52,546

固定負債合計 2,180,234 2,181,862

負債合計 10,388,080 8,851,158

純資産の部

株主資本

資本金 4,202,465 4,202,465

資本剰余金 6,716,782 6,716,782

利益剰余金 △2,713,708 △1,340,828

自己株式 △90,991 △90,988

株主資本合計 8,114,547 9,487,431

新株予約権 89,498 77,138

純資産合計 8,204,046 9,564,569

負債純資産合計 18,592,126 18,415,728
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

事業収益 9,992,331

事業費 11,043,400

事業総損失（△） △1,051,068

販売費及び一般管理費 ※
 689,694

営業損失（△） △1,740,762

営業外収益

為替差益 245,470

違約金収入 53,858

その他 16,639

営業外収益合計 315,968

営業外費用

その他 79

営業外費用合計 79

経常損失（△） △1,424,873

特別利益

固定資産売却益 59,681

その他 427

特別利益合計 60,109

特別損失

固定資産除却損 1,047

その他 439

特別損失合計 1,486

税引前四半期純損失（△） △1,366,250

法人税、住民税及び事業税 6,630

法人税等合計 6,630

四半期純損失（△） △1,372,880
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △1,366,250

減価償却費 246,476

長期前払費用償却額 15,548

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,775

定期整備引当金の増減額（△は減少） 467,007

返還整備引当金の増減額（△は減少） 258,262

為替差損益（△は益） △140,242

固定資産売却損益（△は益） △59,681

固定資産除却損 1,047

売上債権の増減額（△は増加） △197,979

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,711

前払費用の増減額（△は増加） 2,825

未収入金の増減額（△は増加） 311,880

長期預け金の増減額（△は増加） △448,596

仕入債務の増減額（△は減少） △203,361

前受旅客収入金の増減額（△は減少） 1,078,825

未払金の増減額（△は減少） 169,122

未収消費税等の増減額（△は増加） △44,539

その他の資産の増減額（△は増加） △6,682

その他の負債の増減額（△は減少） △149,960

小計 △51,809

法人税等の支払額 △24,331

営業活動によるキャッシュ・フロー △76,140

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 △516,726

有形固定資産の売却による収入 108,673

敷金及び保証金の差入による支出 △216,211

敷金及び保証金の回収による収入 212,395

貸付金の回収による収入 167

投資活動によるキャッシュ・フロー △411,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △3

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △487,851

現金及び現金同等物の期首残高 1,489,045

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,001,193
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)（たな卸資産の評価基準及び評価方法

の変更）

　当社の保有するたな卸資産については、従

来、移動平均法による原価法によっており

ましたが、当第１四半期会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計

基準第９号）が適用されたことに伴い、移

動平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算出しております。これに

よる損益に与える影響額は軽微でありま

す。

(2)（リース取引に関する会計基準の適

用）

　「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改

正平成19年３月30日企業会計基準第13号）

及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会　平成6年１月

18日　最終改正　平成19年３月30日　企業会

計基準適用指針第16号）を当第1四半期会

計期間から早期に適用し、所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。また、リース資産の減価

償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。なお、リース取引開始日が適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を引き続き採用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．固定資産の減価償却費の

算定方法

　減価償却の方法として定率法を採用して

いる固定資産については事業年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

　　該当事項はありません。

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

　　　販売手数料　　　　　　　　　　157,800千円

　　　広告宣伝費　　　　　　　　　　103,784　　　　

　　　給与手当等　　　　　　　　　　140,257

　　　支払手数料　　　　　　　　　　100,257

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定  1,001,193千円

現金及び現金同等物  1,001,193千円

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　59,885,700株　　　

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　 　　　345,500株　　　　　　　　　　　　

　

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　89,498千円

　

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。　

　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　株式報酬費用　　12,359千円

　

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 136.29円 １株当たり純資産額 159.34円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △23.06円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（千円） △1,372,880

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純損失（千円） △1,372,880

期中平均株式数（株） 59,540,200
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

(新株予約権の発行条件等決定について)

当社は平成20年６月24日開催の第12回定時株主総会の

決議承認及び同日開催の取締役会にて決議いたしました

ストックオプションとして発行する払込金額等が決定し

ました。

　その概略は以下のとおりであります。

１　新株予約権発行の要領

(1）新株予約権の割当てを受ける者

当社の従業員949名

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　普通株式759,200株

　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の

算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない新株予約権の目的たる株式の数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい

ては、これを切捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

(3) 発行する新株予約権の総数

　7,592個（新株予約権１個につき普通株式100株。ただし、

前項(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の

調整を行う。）

　(4）新株予約権の発行価格

　無償とする。（本件新株予約権につき金銭の払込を要

しない。）

　(5）新株予約権の割当日

　平成20年７月１日

　(6）新株予約権の行使に際して払込むべき金額

　１株につき199円（新株予約権割当日の前月（平成20

年６月）の各日（取引が成立していない日を除く）に

おける当社普通株式の東京証券取引所における終値の

平均値に1.025を乗じた金額（1円未満の端数は切上げ）

としております。

　なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式

併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げる。

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
１

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式

の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後
払込金
額

＝
 

調整前
払込金
額

×
 

既発
行株
式数

＋

新規
発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

新株式発行前の
１株当たりの時価

　 　 　 　 既発行株式数 ＋
新規発行による
増加株式数
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当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

(7) 新株予約権の権利行使期間

　　平成22年７月１日～平成27年６月30日

(8) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者の割当てを受けた者は、その有する新

株予約権を放棄した場合には行使できないものとす

る。

②新株予約権者の割当てを受けた者は、権利行使時に

おいても、当社の従業員であることを要する。ただ

し、定年退職の場合には（7）に定める権利行使期間

の範囲内で、当該期間の開始時、または退職のどちら

か遅い時点から２年間に限り権利行使できるものと

する。

③新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続は

これを認めない。

④その他の条件については、当社と従業員との間で締

結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ

る。

(9）新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該

株券の発行価格のうちの資本組入額

　　１株当たり100円

(10) 新株予約権の譲渡に関する事項

　　新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

(11) 新株予約権の取得事由

①当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案

もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認され

た場合、当社は、当社取締役会において別途決定する

日において、無償で新株予約権を取得することができ

る。

②新株予約権の割当を受けた者が、権利を行使する条件

に該当しなくなった場合、権利を行使する条件に該当

しなくなる日をもって、当社は、無償で新株予約権を

取得することができる。

（リース取引関係）

　前事業年度末に比べてリース取引残高に著しい変動が認められないため、開示を省略しております。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

スカイマーク株式会社

取締役会　御中

東陽監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 宮崎　敬之　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 石戸　喜二　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 篠崎　  卓 　 印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスカイマーク株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第13期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、スカイマーク株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

　      2.四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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