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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】

連結経営指標等

　

回次
第72期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第71期

会計期間

自　平成21年
　　1月　1日
至　平成21年
　3月 31日

自　平成20年
　　1月　1日
至　平成20年
　 12月31日

売上高 (千円) 283,9031,106,333

経常損失（△） (千円) △ 33,681△ 991,206

四半期(当期)純損失（△） (千円) △ 43,119△ 3,553,245

純資産額 (千円) 13,205,96313,029,533

総資産額 (千円) 16,627,68516,649,585

１株当たり純資産額 (円) 69.75 68.81

１株当たり四半期(当期)　
純損失（△）

(円) △ 0.23 △ 18.77

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 79.4 78.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 18,519△ 657,204

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 15,773 176,202

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 243,666△ 32,943

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 381,994 632,915

従業員数 (名) 58 57

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。

３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、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。 
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２ 【事業の内容】

 当第1四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動は「３　関係会社の状況」に記載のとおりであります。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、以下の連結子会社及び持分法適用関連会社は設立当初の目的で

あった業務が終了したため連結範囲又は、持分法適用範囲から除外しております。 

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業の内容
議決権の 
所有割合

関係内容

（連結子会社）

（注）１

　 　 　 　

センナリー・デベロップメント社 ２米ドル住宅等不動産開発事業 100.00%役員の兼任：有

グローリー・ドラゴン・デベロップメント社 ２米ドル住宅等不動産開発事業 100.00%役員の兼任：有

ライト・タイム・プロパティーズ社 ２米ドル住宅等不動産開発事業 100.00%役員の兼任：有

チーム・ユナイテッド・プロパティーズ社   ２米ドル住宅等不動産開発事業 100.00%役員の兼任：有

（持分法適用関連会社） 　　 　　

キャピタル・シティー・グループ社 100米ドル住宅等不動産開発事業 30.00%役員の兼任：有

(注) １ 英領ヴァージン諸島国際事業会社法(B.V.I International Business Act.)に基づく投資事業会社でありま

す。 

２ 主要な事業の内容の欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年3月31日現在

従業員数(名)
58
(13)

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年3月31日現在

従業員数(名)
36
(13)

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産及び受注実績

当社グループ(当社及び連結子会社)が営んでいる事業は、いずれも生産及び受注の概念はなく、記載を

省略しております。
　
(2) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称

当第1四半期連結会計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年3月31日）

　 内訳 金額（千円）

宿泊事業

今井荘 134,499

南山荘 17,328

（計） 151,828

住宅等不動産開発事業

賃貸不動産 65,243

温泉給湯 3,837

（計） 69,080

霊園事業 　 62,993

証券投資事業 　 ─

合計 283,903

(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　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％以上の相手先はありません。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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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グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第1四半期におけるわが国経済は、昨年より続く世界同時不況の影響を受けた株安、円高等の背景もあ

り企業業績は低迷し、さらにはそれに伴う雇用情勢の悪化、設備投資の抑制や個人消費の減少等、景気後退

の様相が一段と顕著になりました。 

 このような経済状況のもとで、当第1四半期における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連

会社）の経営成績は、主体事業である宿泊事業に注力いたしました結果、売上高では283百万円となりまし

た。 

 利益面では、前年同期と比べ証券投資事業における損失が大幅に減少し、営業損失が35百万円、経常損失は

33百万円、四半期純損失は43百万円となりました。 

 

①　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（宿泊事業）

宿泊事業部門におきましては、本社営業部門の拡充、東南アジアを主とした海外集客の強化等営業努力

を重ねました。また、仕入先の選定等収益性向上にも力を注ぎ、売上高は151百万円、営業利益は10百万円

と増収増益となりました。

（住宅等不動産開発事業）

住宅等不動産開発事業部門におきましては、景気低迷の影響を受け軟調に推移いたしました。 

この結果、売上高は69百万円、営業利益は29百万円と収益性は向上したものの減収減益となりました。 

（証券投資事業）

証券投資事業部門におきましては、米国サブプライム問題に起因する国際的証券市況低迷により、売却

損・評価損が発生したため、売上高は計上できず、営業損失は28百万円となりましたが、前年同期と比べ

大幅の改善となりました。

（霊園事業）

霊園事業部門におきましては、景気低迷の影響を受けたものの堅調に推移いたしました。 

この結果、売上高は62百万円、営業利益は11百万円と増収増益となりました。

　

②　所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（日本）

日本国内の売上高は220百万円と僅かながら減収となりました。

　利益面では、証券投資事業における損失が大幅に減少し、営業利益が12百万円となりました。

（マレーシア）

マレーシアでは霊園事業を行っております。

　売上高は62百万円、営業利益は11百万円と増収増益となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間における資産は、現金及び預金の減少及びたな卸資産の増加等により前連

結会計年度末比21百万円減少の16,627百万円となりました。 

　負債は、短期借入金の減少等により前連結会計年度末比198百万円減少の3,421百万円となりました。 

　この結果、当第1四半期末における純資産は、前連結会計年度末比176百万円増加の13,205百万円となり、

自己資本比率は、79.4％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ250百万円減少

し、381百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業投資有価証券の減少等により18百万円の収入となりま

した。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入等により15百万円の支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により243百万円の支出となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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 1,200,000,000

計 1,200,000,000

　

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21年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年5月15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 189,467,686189,467,686
東京証券取引所
(市場第一部)

  単元株式数　 1,000株

計 189,467,686189,467,686― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成21年5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】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

平成17年3月30日　株主総会の特別決議

　
第1四半期会計期間末現在
(平成21年3月31日)

新株予約権の数(個) 3,969

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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) 3,969,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 144

新株予約権の行使期間 平成17年5月1日～平成22年4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　　144
資本組入額　 72

新株予約権の行使の条件

1.　対象者が自己都合により辞任または退職した場合に
は、新株予約権を行使できない。

2.　対象者は新株予約権の行使時において、当社または当
社子会社等の役員、従業員、その他これらに準ずる地
位にあることを要する。

3.　対象者が前述2.の地位を喪失した場合でも以下の各
号に定める場合には新株予約権を行使できるものと
する。

（ⅰ）対象者である当社または当社子会社等の役員が任
期満了を理由に退社した場合。

（ⅱ）当社または当社子会社等の従業員が会社都合によ
り転籍した場合。

（ⅲ）当社または当社子会社等の従業員が停年退職した
場合。

（ⅳ）当社または当社子会社等の従業員が会社都合また
は業務上の疾病等により解雇された場合。

4.　対象者が新株予約権の行使期間到来後に死亡した場
合のみ、相続人が新株予約権を行使することができ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議

による承認を要するものとする。

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 ―
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

平成19年3月29日　株主総会の特別決議

　
第1四半期会計期間末現在 
(平成21年3月31日)

新株予約権の数(個) 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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) 500,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 105

新株予約権の行使期間 平成19年5月1日～平成22年4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　　105
資本組入額　 53

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役の
地位にあることを要する。但し、任期満了による退任
または定年による退職の場合、または取締役会決議
をもって特に認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権の質入、その他処分は認めない。
③ その他の条件については、当社第69回定時株主総会決
議及び取締役決議に基づき、当社と新株予約権者と
の間で締結する新株予約権割当契約書に定めるもの
による。

④ 対象者は、割当てられた新株予約権のうち、その全部
または一部につき新株予約権を行使できる。但し、新
株予約権の行使は、割当てられた新株予約権個数の
整数倍の単位で行使するものとする。更に、割当て対
象者は、3年を3分の1（1年）に分割した行使期間1期
間を通じて、3分の1に分割した新株予約権数を限度
に行使できるものとする。尚、行使しなかった新株予
約権数は、翌行使期間以降の行使期間に繰越しでき
るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議

による承認を要するものとする。

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 ―

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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21年3月27日 ─ 189,467 ─ 10,314,848△ 1,207,1324,004,974

(注)　定時株主総会の承認により資本準備金を取り崩し、損失補填しております。

　

(5) 【大株主の状況】

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】

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、株主名簿の内容が把握できず、記載するこ
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とができませんので、直前の基準日である平成20年12月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 　 平成20年12月31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 132,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 188,759,000 188,759 ―

単元未満株式 普通株式 576,686 ― 1単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 189,467,686― ―

総株主の議決権 ― 188,759 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株（議決権15個）含まれておりま

す。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式10株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成20年12月31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(％)

東海観光株式会社 東京都港区高輪二丁目16番45号 132,000 ― 132,000 0.07

計 ― 132,000 ― 132,000 0.07

(注)　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。

　

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21年
 1月 　2月 　3月

最高(円) 27 22 27

最低(円) 22 18 18

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第1四半期連結会計期間(平成21年1月１日から平成21年3月31日まで)については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日  内閣府令第50

号)附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しており

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１四半期連結累計期間(平成21年1月1日

から平成21年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＫＤＡ監査法人により四半期レビューを

受けております。

　

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

四半期報告書

12/24



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 581,094 819,504

売掛金 42,433 34,592

有価証券 323,550 351,145

貯蔵品 10,077 11,030

開発事業等支出金 8,072,529 7,858,193

その他 112,650 78,338

貸倒引当金 △4,912 △5,509

流動資産合計 9,137,423 9,147,296

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 604,327

※1
 614,796

車両運搬具（純額） ※1
 7,821

※1
 7,890

工具、器具及び備品（純額） ※1
 19,946

※1
 18,918

土地 1,594,906 1,594,906

賃貸不動産（純額） ※1
 4,865,290

※1
 4,874,543

有形固定資産合計 7,092,291 7,111,055

無形固定資産

借地権 5,000 5,000

ソフトウエア 1,028 978

電話加入権 4,326 4,326

無形固定資産合計 10,355 10,304

投資その他の資産

投資有価証券 338,874 331,309

長期貸付金 25,860 24,162

その他 32,881 35,457

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 387,616 380,929

固定資産合計 7,490,262 7,502,289

資産合計 16,627,685 16,649,585
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 51,968 53,520

短期借入金 84,814 274,042

1年内返済予定の長期借入金 118,849 118,795

未払金 272,455 290,372

未払費用 30,843 31,570

未払法人税等 14,247 14,943

その他 163,291 106,912

流動負債合計 736,470 890,156

固定負債

長期借入金 2,634,572 2,664,261

退職給付引当金 2,327 2,270

長期預り保証金 32,080 46,810

その他 16,272 16,552

固定負債合計 2,685,252 2,729,895

負債合計 3,421,722 3,620,052

純資産の部

株主資本

資本金 10,314,848 10,314,848

資本剰余金 4,004,963 7,039,002

利益剰余金 922,385 △2,065,801

自己株式 △11,506 △11,388

株主資本合計 15,230,691 15,276,659

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17,892 △25,777

為替換算調整勘定 △2,024,942 △2,237,913

評価・換算差額等合計 △2,042,834 △2,263,690

少数株主持分 18,106 16,564

純資産合計 13,205,963 13,029,533

負債純資産合計 16,627,685 16,649,585
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(2)【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21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 283,903

売上原価 236,502

売上総利益 47,400

販売費及び一般管理費 ※1
 83,107

営業損失（△） △35,707

営業外収益

受取利息 10,400

為替差益 9,923

その他 347

営業外収益合計 20,671

営業外費用

支払利息 18,188

持分法による投資損失 320

その他 136

営業外費用合計 18,645

経常損失（△） △33,681

税金等調整前四半期純損失（△） △33,681

法人税、住民税及び事業税 5,307

少数株主利益 4,130

四半期純損失（△） △43,119
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年３月31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損失（△） △33,681

減価償却費 22,592

貸倒引当金の増減額（△は減少） △596

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56

受取利息及び受取配当金 △10,400

支払利息 18,188

為替差損益（△は益） △22,629

持分法による投資損益（△は益） 320

売上債権の増減額（△は増加） △7,841

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 67,951

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,589

仕入債務の増減額（△は減少） △1,551

その他の流動資産の増減額（△は増加） △33,612

その他の流動負債の増減額（△は減少） 30,977

その他の固定資産の増減額（△は増加） 2,575

その他の固定負債の増減額（△は減少） △2,440

その他 △7,183

小計 32,313

利息及び配当金の受取額 9,702

利息の支払額 △18,188

法人税等の支払額 △5,307

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △12,511

有形固定資産の取得による支出 △3,154

無形固定資産の取得による支出 △107

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,773

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） △213,628

長期借入金の返済による支出 △29,689

自己株式の取得による支出 △131

自己株式の処分による収入 13

配当金の支払額 △231

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,666

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,921

現金及び現金同等物の期首残高 632,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 381,994
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年1月1日　至　平成21年3月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結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1四半期連結会計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年3月31日）

１　連結の範囲の変更 (1)連結範囲の変更
　当第１四半期連結会計期間よ
り、センテナリ－・デベロップメ
ント社、グロ－リ－・ドラゴン・
デベロップメント社、ライト・タ
イム・プロパティーズ社、チーム
・ユナイテッド・プロパティー
ズ社の4社は、設立当初の目的で
あった業務が終了したため連結
範囲から除外しております。
(2)変更後の連結子会社の数
　11社

２　持分法適用の範囲の変更 (1)持分法適用範囲の変更
　当第１四半期連結会計期間よ
り、持分法適用関連会社であった
キャピタル・シティー・グルー
プ社は、設立当初の目的であった
業務が終了したため持分法適用
範囲から除外しております。
(2)変更後の持分法適用会社の数
　2社

３　会計処理の原則及び手続の
変更

連結財務諸表作成における在外
子会社の会計処理に関する当面
の取扱いの適用
　当連結会計年度の第１四半期連
結会計期間から平成18年５月17
日公表の「連結財務諸表作成に
おける在外子会社の会計処理に
関する当面の取扱い」(企業会計
基準委員会　実務対応報告第18
号)を適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。これに伴
う四半期連結財務諸表及びセグ
メント情報に与える影響は、軽微
であります。

　

【簡便な会計処理】

　

　

当第1四半期連結会計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年3月31日）

繰延税金資産及び繰延税金負債
の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判
断に関しては、前連結会計年度末
以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化が
ないと認められるので、前連結会
計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニ
ングを利用する方法によってお
ります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成21年3月31日)
前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,040,476千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,017,734千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第1四半期連結会計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年3月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　 給料手当 17,142千円

　 支払報酬 16,630　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第1四半期連結会計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年3月31日）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
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 581,094千円

　 担保に供している定期預金 △ 199,100　

　 現金及び現金同等物 381,994　
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年3月31日）及び

当第１四半期連結累計期間　（自　平成21年1月1日　至　平成21年3月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 189,467,686

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 138,221

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　 　 　 　 　

　
資本準備金
  (千円)

その他資本剰余金
(千円)

繰越利益剰余金
(千円)

合計 (千円)

前連結会計年度末残高 5,212,1071,826,895△ 3,034,0274,004,974

定時株主総会の承認による変動額 　 　 　 　

　資本準備金よりその他資本剰余金へ振替 △ 1,207,1321,207,132 ─ ─

　損失補填 ─ △ 3,034,0273,034,027 ─

定時株主総会の承認による変動額合計 △ 1,207,132△ 1,826,8953,034,027 ─

定時株主総会の承認による変動後残高 4,004,974 ─ ─ 4,004,974

（注）平成21年3月27日に開催した定時株主総会の承認により振替処理（損失補填）いたしております。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行って

おりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動

が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

当社グループの所有する有価証券は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっておりますが、

四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。

　

(ストック・オプション等関係)

当社グループは、当第１四半期連結会計期間には、ストック・オプションを発行しておりませんので、

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自　平成21年1月１日　至　平成21年3月31日)

　

　
宿泊事業
(千円)

住宅等不動産
開発事業
(千円)

霊園事業
(千円)

証券投資事業
(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 151,82869,080 62,993 ─ 283,903 ─ 283,903

営業利益又は
営業損失(△)

10,239 29,957 11,604△ 28,07523,727(59,434)△ 35,707

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 宿泊事業 ………………………リゾートホテル・旅館の経営

(2) 住宅等不動産開発事業 ………店舗・駐車場等の賃貸並びに温泉の給湯及び住宅等不動産開発

(3) 霊園事業 ………………………霊園の開発及び経営

(4) 証券投資事業 …………………金融商品による運用

　

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自　平成21年1月１日　至　平成21年3月31日)

　

　
日本
(千円)

マレーシア
(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 220,90962,993283,903 ─ 283,903

営業利益又は営業損失(△) 12,122 11,604 23,727(59,434)△ 35,707

(注) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　

【海外売上高】

当第1四半期連結累計期間(自　平成21年1月１日　至　平成21年3月31日)

　

　 マレーシア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 62,993 62,993

Ⅱ　連結売上高(千円) 283,903 283,903

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 22.2 22.2

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成21年3月31日)
前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

　
　 　

69.75円
　

　 　 　

68.81円
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎
　

項目
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年3月31日)
前連結会計年度末 
(平成20年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 13,205,963 13,029,533

普通株式に係る純資産額(千円) 13,187,856 13,012,969

差額の主な内訳(千円) 　 　

　少数株主持分 18,106 16,564

普通株式の発行済株式数(千株) 189,467 189,467

普通株式の自己株式数(千株) 138 132

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(千株)

189,332 189,335

　

２ １株当たり四半期純損失又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年1月１日
至　平成21年3月31日)

１株当たり四半期純損失（△） △ 0.23円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、１株当たり四半期純損失であり、また、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。
(注)　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益算定上の基礎
　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年1月１日
至　平成21年3月31日)

四半期連結損益計算書上の　
四半期純損失（△）

（千円） △ 43,119

普通株主に係る　　　　　　四半
期純損失（△）

（千円） △ 43,119

普通株主に帰属しない金額 （千円） ─

普通株式の期中平均株式数 （千株） 189,332

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり四半期純利益の算定に
含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類　：　新株予約権

潜在株式の数　　：　4,469千株

　詳細については、第4.提出会社の
状況、1.株式等の状況、(2)新株予約
権等の状況に記載のとおりであり
ます。

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり四半期純利益の算定に
含まれなかった潜在株式について前連
結会計年度末から重要な変動がある場
合の概要

─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

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21年5月14日

　東海観光株式会社

　取締役会　御中

　

ＫＤＡ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐佐木　敬昌　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　園田　　光基　　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」に掲げられている東海

観光株式会社の平成21年1月1日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成

21年1月1日から平成21年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結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連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東海観光株式会社及び連結子会社の平成21年3

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結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　四半期連結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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