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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】

　提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期
決算年月 平成17年３月平成18年３月平成19年３月平成20年３月平成21年３月

事業収益 (千円) 13,029,16735,694,90339,725,90550,373,16142,316,783

経常利益又は損失（△） (千円) 258,632△1,169,940△4,917,0952,749,979△2,389,246

当期純利益又は損失（△） (千円) 1,677,085△701,670△4,944,2302,627,986△2,040,328

持分法を適用した場合の投

資利益
(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 2,163,1573,998,7824,202,4654,202,4654,777,465

発行済株式総数 (株) 51,799,80057,779,10059,885,70059,885,70069,885,700

純資産額 (千円) 8,426,75911,396,0006,913,2139,564,5698,723,047

総資産額 (千円) 13,975,99918,416,96518,478,84118,415,72817,889,663

１株当たり純資産額 (円) 163.78 198.42 116.11 159.34 123.63

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当

額）

(円)

(円)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益金額

又は損失金額（△）
(円) 32.62 △12.89 △85.22 44.14 △32.32

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
(円) 32.25 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 60.3 61.9 37.1 51.5 48.1

自己資本利益率 (％) 31.7 △7.1 △54.2 32.2 △22.6

株価収益率 (倍) 31.6 ― ― 5.2 ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動によるキャッシュ

・フロー
(千円) △708,045△1,507,131△2,494,9483,424,620870,002

投資活動によるキャッシュ

・フロー
(千円) △1,075,863△1,545,499△1,604,896△1,369,853△435,504

財務活動によるキャッシュ

・フロー
(千円) 8,6003,651,4542,132,518△1,758,8801,139,497

現金及び現金同等物の期末

残高
(千円) 2,596,6733,160,4781,193,1521,489,0453,067,397

従業員数 (名) 820 903 1,030 1,095 1,081

　（注）１　当社は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、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。

３　第10期及び第11期及び第13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、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４　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。
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５　第９期において、従業員が54名増加しておりますが、これはゼロ株式会社との合併、東京―関西線就航したこ

とに伴う採用増によるものであります。

６　第10期において、従業員が83名増加しておりますが、これは東京―神戸線就航したことに伴う採用増によるも

のであります。

７　第11期において、従業員が127名増加しておりますが、これは東京―札幌線就航、東京―那覇線定期運航したこ

とに伴う採用増によるものであります。

８　当社は、第９期の平成17年３月１日付をもって株式分割（１株につき200株の割合で分割）を行っておりま

す。なお、第９期の１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は、株式分割が期首に行われたものとして

算出しております。

９　事業収益には、消費税等は含まれておりません。

10　第９期は、決算期変更により平成16年11月１日から平成17年３月31日までの５ヶ月間となっております。

11　第11期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。
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２【沿革】

年月 沿革

平成８年11月 東京都新宿区に、スカイマークエアラインズ株式会社を資本金１億5,000万円をもって設立

平成10年２月 運輸省へ定期航空運送事業免許を申請

平成10年５月 福岡空港内に福岡空港支店開設

東京都港区に本社移転

平成10年６月 東京国際空港内に羽田事業所開設

平成10年７月 東京国際空港内に東京空港支店開設

定期航空運送事業免許取得

東京予約センター開設

平成10年９月 ９月19日、東京－福岡線第１便就航

平成10年11月福岡市中央区に福岡営業支店及び福岡予約センター開設

平成10年12月大阪国際空港内に大阪空港支店開設

平成11年３月 新千歳空港内に札幌空港支店開設

平成11年４月 大阪府豊中市に大阪営業支店開設

４月24日、大阪－札幌線、大阪－福岡線就航

平成12年３月 搭乗者100万人達成

平成12年５月 東京証券取引所マザーズに上場

平成12年６月 ６月30日、東京－福岡線に集中させるため、大阪－札幌線、大阪－福岡線の運航を休止

平成12年７月 世界貿易センタービル（東京都港区）へ本社移転

東京国際空港に自社カウンターを設置

福岡空港における運航支援業務、出発前点検業務を自営化

平成12年９月 グランドハンドリング業務（地上貨客取扱業務）・飛行間整備業務を自営化

平成13年３月 自社養成による副操縦士の乗務開始

平成13年４月 搭乗者200万人達成。福岡空港における夜間駐機を開始

平成14年４月 東京－鹿児島線就航

平成14年７月 国際航空運送事業許可証取得

平成14年８月 東京－ソウル間国際チャーター便就航

平成15年４月 東京－青森線、東京－徳島線就航

平成15年10月搭乗者500万人達成

平成15年11月11月30日、東京－青森線の運航を休止

平成16年10月浜松町スクエア（東京都港区）へ本社移転

平成16年11月11月１日、ゼロ株式会社と合併

平成17年３月 ３月１日、資本金を21億6,315万円に減少

普通株式１株を200株に株式分割、単元株制度の導入により１単元の株式数を100株に変更

東京－関西線就航

決算期変更（10月期より３月期）

平成17年７月 東京－那覇線就航（季節限定で深夜定期便（９月まで））

平成18年２月 東京－神戸線就航

平成18年３月 ３月31日、東京－関西線の運航を休止

平成18年４月

 

 

４月13日、東京－徳島線の運航を休止

４月21日、東京－鹿児島線の運航を休止

４月28日、東京－札幌線就航

平成18年７月 東京－那覇線就航（季節限定で深夜定期便（９月11日まで））

平成18年９月 ９月15日、東京－那覇線の定期便就航

平成18年10月10月１日、スカイマーク株式会社に商号変更

平成19年７月

平成20年４月

平成20年12月

平成21年３月

神戸－那覇線就航（季節限定便（９月３日まで））

東京－旭川線就航

本社事務所を羽田整備場地区に設置し移転

福岡－那覇線就航

（注）平成21年６月23日、本店所在地を東京都大田区羽田空港一丁目５番５号に移転しております。
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３【事業の内容】

　当社は定期航空運送事業を営んでおります。

　事業の系統図は次のとおりであります。

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

 従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

地上社員 892 31.33 3.11 3,720

運航乗務員 60 37.40 2.08 6,380

客室乗務員 129 27.26 3.26 2,734

合計または平均 1,081 31.18 3.07 3,803

　（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61名を含んでおりません。

３　運航乗務員は、訓練生10名を含んでおりますが、受入出向運航乗務員58名は含んでおりません。

４　客室乗務員は、訓練生を含んでおりません。

(2）労働組合の状況

　労働組合は一部の職種で結成されておりましたが、現在はその存在の確認がとれません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当期におけるわが国経済は、前半の原油価格変動、後半以降の米国の金融危機に端を発した世界的な経済情勢の悪

化により株式・為替市場の変動、個人消費の停滞、企業収益の減少など急速な後退局面に陥りました。

航空業界におきましては、原油価格水準が沈静したものの経済情勢の急速な悪化の影響による国内旅客需要の減退

が見られ、航空各社の旅客獲得競争の一層の激化等、依然として厳しい経営環境が続いております。

当社では、競争力の強化を目的とした事業構造の変革を積極的に実施してまいりました。その中核となる航空機の

転換は、Boeing社製737-800型（以下B737型機）３機の導入（平成20年６月、平成20年７月及び平成21年３月にそれぞ

れ１機）と、Boeing社製767-300型機（以下B767型機）２機の返還（平成20年８月及び平成20年10月にそれぞれ１

機）が完了し、残りのB767型機２機についての返還準備に着手いたしました。

平成20年12月には機動的かつ効率的な事業体制の拠点として、本社管理部門、運航・整備に係る管理部門と格納庫

・部品庫等の航空機整備施設を統合した本社事業所を羽田整備場地区に設置し移転いたしました。さらに、当事業所

に併設する運航乗務員及び整備士の養成・訓練施設（B737型機フル・フライト・シミュレーター「模擬飛行装置」

（平成21年９月稼働予定））並びに客室乗務員訓練施設（平成21年９月稼働予定）の設置に着手いたしました。

運航路線につきましては、当期末現在では、航空機11機（B767型機 ２機、B737型機 ９機）による東京＝福岡線（10

往復／日）、東京＝札幌線（８往復／日）、東京＝神戸線（５往復／日）、東京＝那覇線（３往復／日）、東京＝旭川

線（２往復／日、平成20年４月から運航）、福岡＝那覇線（２往復／日、平成21年３月から運航）の定期路線の運航を

いたしました。運航便数はほぼ前年水準でありましたが、航空機の転換が進んでいることから、提供座席数（前年同期

比13.9%減）は大幅な減少となりました。

国内線旅客事業につきましては、提供座席数の縮小、夏季の運休便の影響及び需要動向の変化等の要因により搭乗

者数は減少（前年同期比16.5%減）し、さらに、競争激化に伴う一部の路線での旅客単価の下落や新たに参入した路線

での不振もあり、旅客収入は41,616百万円（前年同期49,122百万円）と大幅な減収となりました。

貨物事業につきましては、B767型機運航便の縮小に伴い、貨物収入は81百万円（前年同期650百万円）となりまし

た。

事業費につきましては、航空機の転換が順調に進んでいることから着陸料等の空港使用料の減少（前年同期比

16.2%減）、航空機材費の減少（前年同期比17.9%減）等、運航コストの大幅な削減を達成いたしました。しかしなが

ら、燃料購入量の大幅な圧縮を実現したにもかかわらず、沈静化したとはいえ原油価格が高水準で推移したことによ

る燃料費の減少（前年同期比6.7%減）は小幅にとどまりました。また、B767型機２機の返還整備費の引当や、B767型機

関連部品等の整理等を積極的に進めたことにより整備費は大幅な増加となりました（前年同期比24.7%増）。

費用構造の質的変化によるコスト削減効果は確実に実現しており、事業費総額は42,225百万円（前年同期44,093百

万円）と減少いたしました。

販売費及び一般管理費につきましては、本社事務所の移転等、全般的な費用発生の抑制により2,634百万円(前年同

期3,054百万円)と大幅に減少いたしました。

 

なお、国内定期路線の搭乗実績は次のとおりであります。

 
平成20年 平成21年 第13期

平均４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

東京＝福岡線 75％ 70％ 69％ 71％ 83％ 77％ 79％ 84％ 74％ 74％ 82％ 87％ 77％

東京＝札幌線 70％ 79％ 84％ 86％ 86％ 85％ 78％ 70％ 67％ 68％ 76％ 79％ 77％

東京＝神戸線 73％ 87％ 79％ 80％ 84％ 75％ 74％ 77％ 75％ 73％ 74％ 80％ 77％

東京＝那覇線 67％ 63％ 67％ 86％ 88％ 82％ 74％ 70％ 65％ 69％ 81％ 81％ 74％

東京＝旭川線 68％ 66％ 55％ 58％ 60％ 62％ 46％ 45％ 41％ 49％ 54％ 56％ 55％

福岡＝那覇線 ― ― ― ― ― ― ― ― 55％ 53％ ― 44％ 47％

合　　計 72％ 72％ 72％ 76％ 82％ 78％ 74％ 75％ 68％ 70％ 78％ 80％ 74％

  これらの結果、事業収益は42,316百万円（前年同期50,373百万円）、営業損失は2,543百万円（前年同期 営業利益

3,224百万円）、経常損失は2,389百万円（前年同期 経常利益2,749百万円）、当期純損失は2,040百万円（前年同期 

当期純利益2,627百万円）となりました。

  

(2)キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物残高は、前事業年度末に比べて1,578百万円増加し、3,067百万円となりま

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）

　営業活動の結果得られた資金は、前事業年度末に比べ2,554百万円減少し、870百万円となりました。収入の主な内

訳は、航空機材（B767型機）の返還に伴う長期預け金の減少1,187百万円、前払費用の減少533百万円、減価償却費等

の非資金性費用の加算であり、支出の主な内訳は、税引前当期純損失2,016百万円、仕入債務の減少505百万円などで

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、前事業年度末に比べ934百万円減少し、435百万円となりました。収入の主な内訳

は、予備エンジンの売却（リースバック）並びにその他有形固定資産の売却1,861百万円、航空機材（B767型機）の

返還に伴うリース保証金の回収等825百万円であり、支出の主な内訳は、B737型機フル・フライト・シミュレーター

取得に向けた前払金並びにその他設備投資2,705百万円、新規航空機材導入に伴うリース保証金等の差入417百万円

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、前事業年度末に比べ2,898百万円増加し、1,139百万円となりました。これは主に、

株式の発行による収入1,144百万円によるものであります。

２【生産、受注及び販売の状況】

(1）営業実績

　最近２事業年度の営業実績の状況は、次のとおりであります。

科目

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

 航空事業収入

国内線                 

旅客収入 49,122,695 97.52 41,616,254 98.35

貨物収入 650,698 1.29 81,120 0.19

合計 49,773,393 98.81 41,697,375 98.54

附帯事業収入 599,767 1.19 619,407 1.46

合計 50,373,161100.00 42,316,783100.00

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）輸送実績

　最近２事業年度の輸送実績の状況は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

国内線         

有償旅客数（人） 3,680,204 3,071,758

有償旅客キロ（千人・キロ） 3,650,212 3,143,327

有効座席キロ（千席・キロ） 4,747,655 4,220,723

有償座席利用率（％） 76.88 74.47

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

２　有効座席キロは、各路線各区間の有効座席数（千席）に各区間距離（キロ）を乗じたものの合計であります。
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３【対処すべき課題】

(1）経営の基本方針

  当社は安全運航を第一に考え、更にはお客さまに喜ばれるサービス・価格を提供する事を経営理念として、事業を

行っております。この理念に基づき、以下に掲げる経営方針を実践しております。

①運航路線

  国内定期路線につきましては、東京国際空港（羽田空港）を基幹空港とし、東京＝福岡線、東京＝神戸線、東京＝札

幌線、東京＝那覇線を基本的な運航路線としております。

  羽田空港発着枠の最大限の活用と安定的な事業基盤形成のため、主要幹線の運航を中核に、その基盤の下に、その他

の空港間を結ぶ新たな路線の展開等についても視野に入れ、国内定期路線の運航をさらに拡充させお客さまの利便の

向上を図ります。

  国際線につきましては、国内定期路線による事業基盤形成の進捗を見据え、適宜、その可能性を継続的に検討してま

いります。

②コスト

　運航資源をはじめとするあらゆる事業資源の運用効率を高めるとともに、より合理的で最適な経営資源の導入を積

極的に推進することにより事業構造を改革します。また、日常の様々な業務プロセスを徹底的に見直し、改善を図るこ

とにより総体的なコスト削減を図ります。

③サービス

　お客さまにとってご納得いただける運賃とご予約から目的地ご到着まで適切なサービスを提供することにより、お

客さまの信頼にお応えいたします。

④航空機材

　使用機材につきましては、Boeing社製737-800型機を中核に、事業展開を進めてまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、安定的かつ継続的な利益計上を目指し、収益基盤及びコスト競争力の強化等、事業基盤の確立を目的とした

事業構造の変革の途上にあるため、具体的な経営指標を掲げることは行っておりません。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

事業性と公共性の両立した航空会社となる様、以下の事項を戦略目標として今後の事業運営を行うものといたしま

す。

①　「安全性の確保を事業遂行の基本とし、顧客に適切な価格で快適な航空運送を提供する。」　

　安全性の確保を至上命題とし航空運送事業の遂行にあたるとともに、より多くのお客さまに適切な価格で気軽に

航空機を利用してもらえるような航空会社を目指します。

②　「景気や競争環境ならびに需要の変動に影響されにくい強靭な企業体質を構築する。」

　航空運送事業は航空機を使用する輸送事業であるという性格上、景気に影響されやすく、為替や原油価格、また競

争や需要変動の影響を受け易いため、経営資源を集中するとともに、コスト削減・財務体質強化等により、それに打

克つことの出来る企業体質を構築いたします。

③　「既成概念を克服し競争力のある航空会社として基盤を確立する。」

　当社は就航以来、お客さまに選ばれる運賃・サービスの提供に努めてきた結果、社会にその存在が認知され、発着

枠をはじめとする運航環境面において競争促進枠や新規優遇枠の設定などにより、羽田空港発着枠を確保してまい

りました。今後は、発着枠のみならず航空輸送事業を取り巻く現状について、公正かつ合理的な事業環境の形成を求

め、さらなる健全な事業拡大を行い競争力のある航空会社として基盤を確立いたします。

(4）会社の対処すべき課題

①　営業収入基盤の安定化

  経済情勢に応じた適正な航空運賃の浸透、路線毎の市場特性ならびに季節要因等を勘案した営業施策の展開、お

よび販売流通経路における業務処理効率の改善策により安定的な旅客営業収入の確保を図ります。

②　運航品質の向上

 　航空機の増加、整備体制の自立化の推進と航空機予備部品の拡充を積極的に図ることにより、機体整備を起因と
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する運航便の遅延や欠航便の発生を極力抑制することに努めてまいります。

③　業務効率化によるコスト削減と人材の育成強化

　新型機の導入、運航路線の展開については、独立した運営体制を基本方針とし、運航路線の環境に適応した体制を

適切に選定するとともに、海外の委託先を視野に入れ、常にコストパフォーマンスを追及した事業構造の構築を図

ります。 また、それぞれの分野での高い専門性の習得はもとより、企業理念に基づく士気の高い人材の育成を強化

し、柔軟で機動力のある組織体制を構築してまいります。

 

４【事業等のリスク】

　当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項について以下のとおり

であります。当社はこれらのリスクを認識した上でその発生の回避および発生した場合の対応に努める所存でありま

す。

  なお、記載事項のうち将来に関する事項については当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

①　事業基盤の特異性について

　当社は東京国際空港（羽田空港）を発着する路線を中核として事業展開を図っておりますが、同空港の発着枠につ

いては、航空法による混雑飛行場に係る特例の適用を受けております。平成21年６月24日現在、当社が利用可能な同空

港に配分される発着枠（28枠）については、当分の間、同空港を取り巻く環境に大幅な変化がない限り、増加すること

はありません。

②　戦争・テロリスク等の影響について

  国際的な戦争・テロ等が発生した場合には、日本国内においても保安対策の強化に伴う航空会社の負担増や航空保

険料の上昇等により関連費用が増加する可能性があります。

③　原油価格の上昇に伴う燃料費への影響について

  当社の燃料費は原則的に原油価格水準の影響を直接的に受けております。今後の国際的な原油市場の需給バラン

ス、金融情勢、産油国の政治情勢等の影響に伴う原油価格水準の動向によっては燃料費が上昇する可能性があります。

④　為替変動の影響について

　当社の主な費用のうち、航空機リース及び航空機整備の一部等については外貨建取引を行っております。また、航空

機リースに係る契約保証金等の外貨建債権を保有しております。外国為替の大幅な変動が生じた場合には、費用の増

減、もしくは外貨建債権の評価損益の発生による業績への影響を受ける可能性があります。

⑤　人材の確保について

  運航に従事するもの（操縦士、副操縦士、運航管理者）、航空機の整備に従事するもの（整備士）については、航空

法に定める資格が必要です。当該有資格者については、国内他社の経験者並びに海外の経験者等に拠って、人材を確保

しておりますが、雇用環境によっては、相当数の有資格者を一時に確保することが困難になる可能性があります。その

対策として、自社養成による有資格者の育成を進めておりますが、資格取得までは一定期間の教育訓練を必要とする

ため、事業展開の時期ならびに規模について制約を受ける可能性があります。

⑥　航空機材の導入時期について

  当社の使用機材はBoeing社製737-800型機（B737型機）を中核機として事業を展開しておりますが、航空機の導入

時期については、Boeing社の生産能力、航空機市場の変動等、様々な要因により変更する可能性があります。その場合

には事業計画の大幅な変更等による業績への影響を受けることがあります。

⑦　使用機材等の整備費の変動ついて

　航空機等に係わる整備につきましては、規定で定めている期限、使用機材の状態を考慮し、定期的に点検・整備を実

施しておりますが、それぞれの機体およびエンジン等の実際の点検等による整備対象範囲の増加等により、整備費が

変動する可能性があります。

⑧　航空機返還に係わる整備費用について

　航空機返還に係わる整備費用については、返還する時期、航空機の状態、その他の要因等によりその見込額に大幅な

差異が生じた場合には、業績への影響を受ける可能性があります。

⑨　事業に対する法的規制について

  国土交通省から認可を受けている、東京＝神戸線、東京＝札幌（新千歳）線、東京＝那覇線の運航計画につきまして
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 は、運航能力（乗務員、整備士の確保）の維持に支障をきたした場合には、その運航計画の変更をすることの条件が

付帯されています。当社の運航能力の整備状況によっては、全体の事業計画を変更する可能性があります。 

 

５【経営上の重要な契約等】

営業に関する重要な契約

契約の種類 契約の内容 契約相手先 備考

運航乗務員の提供に関する契約運航乗務員の提供 PARC Aviation Ltd.
アイルランドにある航空機パイ

ロット提供会社

運航乗務員の提供に関する契約運航乗務員の提供 IAC North Pacific Pty Ltd.
オーストラリアにある航空機パイ

ロット提供会社

運航乗務員の提供に関する契約運航乗務員の提供 IASCO
アメリカ合衆国にある航空機パイ

ロット提供会社

運航乗務員の提供に関する契約運航乗務員の提供 Rishworth Aviation Ltd.
ニュージーランドにある航空機パ

イロット提供会社

航空機材リース契約 航空機材のリース
GECAS Aircraft

Leasing Norway AS
Boeing社767－300ER型機２機

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６機

航空機材リース契約 航空機材のリース
Genesis Funding Norway 1

AS
Boeing社737－800型機１機

航空機材リース契約 航空機材のリース Gate Leasing (Norway) A.S.Boeing社737－800型機１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３機

航空機材リース契約 航空機材のリース BOC Aviation Pte Ltd.Boeing社737－800型機１機

航空機材リース契約 航空機材のリース
International Lease

Finance Corporation
Boeing社737－800型機１機

航空機材リース契約 航空機材のリース
Babcock & Brown Aircraft

Management LLC.
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 MCAP JAPAN 01 LimitedBoeing社737－800型機２機

航空機整備基本契約 航空機整備
Evergreen Aviation

Technologies Corporation
台湾の航空機整備会社

航空機エンジン整備基本契約 航空機エンジン整備
Evergreen Aviation

Technologies Corporation
台湾の航空機整備会社

航空機エンジン整備基本契約 航空機エンジン整備 Lufthansa Tecnik AG
ルフトハンザ航空の関連航空機整

備会社

航空機部品供給契約 航空機部品供給 SR Technics UK Ltd.英国の航空機部品供給会社

航空機部品供給契約 航空機部品供給
Evergreen Aviation

Technologies Corporation
台湾の航空機整備会社

航空機部品供給契約 航空機部品供給 Lufthansa Tecnik AG
ルフトハンザ航空の関連航空機整

備会社

代理店契約 航空引換証の販売代理 株式会社エイチ・アイ・エス  

代理店契約 航空引換証の販売代理 株式会社ジェイティービ－  

代理店契約 航空引換証の販売代理 近畿日本ツーリスト株式会社  

 （注）1. 航空機材リース契約には、導入時期は翌事業年度以降になる航空機分も含んでおります。

　　　　2．代理店契約は他に212社と契約を結んでおります。

６【研究開発活動】

　特記事項はありません。

７【財政状態及び経営成績の分析】

(1).財政状態の分析

①流動資産

当事業年度末における流動資産は7,127百万円（前事業年度末6,650百万円）となり、476百万円増加しました。設備

投資資金の確保のための第三者割当増資等による現預金の増加額1,578百万円、営業未収入金の減少額101百万円、航

空機部品の増強による貯蔵品の減少額381百万円、未収還付消費税の減少額69百万、燃料単価低下による前払費用の

減少額529百万円によるものであります。

②固定資産

当事業年度末における固定資産は10,691百万円（前事業年度末11,623百万円）となり、932百万円減少しました。主

なものはB737用航空機予備部品、空港業務の車両系器材にかかわる減価償却費の増加、B737用予備エンジン２基の売
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却、本社設備に係るリース資産の増加及びB737型シミュレーター購入代金の部分払いに伴う建設仮勘定の増加によ

る有形固定資産の増加額603百万円、航空機返還等により回収が進んだ長期預け金の減少額1,187百万円、航空機材

リース契約による敷金・保証金の減少額341百万円等によるものであります。

③繰延資産

B737-800型機の運航乗務員の初期訓練等に係わる開発費の償却により70百万円減少しました。

④流動負債

当事業年度末における流動負債は6,448百万円（前事業年度末6,669百万円）となり、220百万円減少しました。主な

ものは営業未払金の減少額505百万円、前受旅客収入金の減少額293百万円、返還整備引当金の増加額663百万円、預り

金等のその他の流動負債の減少額84百万円によるものであります。

⑤固定負債

当事業年度末における固定負債は2,718百万円（前事業年度末2,181百万円）となり、536百万円増加しました。主な

ものはリース債務の増加額460百万円、返還整備引当金の増加額125百万円、定期整備引当金の減少額67百万円による

ものであります。

⑥純資産

当事業年度末における純資産合計は8,723百万円（前事業年度末9,564百万円）となり、841百万円減少しました。第

三者割当増資による資本金の増加575百万円、資本準備金の増加575百万円、当期純損失利益を計上したことによる利

益剰余金の減少額2,040百万円及び新株予約権の増加額48百万円によるものであります。

 

(2)　経営成績の分析

　当事業年度における事業活動は、より効率的な運航基盤への移行を目的とした航空機の転換と運航体制の確立を中

核に航空機材10機（Boeing 737-800型機 ６機、Boeing 767-300ER型 ４機)による５路線・56便／日の運航体制から

開始しました。航空機の転換はBoeing737-800型機３機の新規導入とBoeing767-300ER型機２機の返還を計画通り実

施しました。当事業年度末現在の運航体制は、航空機11機（Boeing 737-800型 ９機、Boeing 767-300ER型機 ２機)に

よる６路線・60便／日となりました。

運航路線につきましては、主要４路線（東京＝福岡線、東京＝神戸線、東京＝札幌線、東京＝那覇線）に加え、平成20

年４月には東京＝旭川線（３往復／日）に新たに就航し、その後、路線の市場特性、旅客動向、航空機材構成等を勘案

し、路便構成の変更を経て、平成21年３月には福岡＝那覇線（２往復／日）の定期運航を開始した結果、国内定期路

線は、20,110便（前年同期比1.3%減）を運航いたしました。

①　事業収益

航空機の転換が進んだことや路便構成の変更に加え、機長資格操縦士の一時的不足状況に起因した運休便の発生等

により、全路線につきまして、提供座席数は縮小しました。また、経済情勢の悪化に伴い、国内旅客市場での競争が一

段と進み、路線の定着化と適正な運賃水準の維持等に努めましたが、国内線旅客収入は41,616百万円（前年対比

7,506百万円の減少）と大幅に落ち込みました。

東京＝福岡線につきましては、提供座席数の縮小の影響による旅客数の減少及び旅客単価の下落等により、旅客収入

は前事業年度を下回りました。東京＝神戸線につきましては、路便構成の変更に伴い運航便数、提供座席数共に前年

を大幅に下回り、旅客単価の改善はあったものの旅客収入は前事業年度を大幅に下回りました。東京＝札幌線及び東

京＝那覇線につきましては、提供座席数の減少、旅客需要の縮小及び競争激化等により、旅客収入は前事業年度を大

幅に下回りました。また、東京＝旭川線、福岡＝那覇線につきましては、市場浸透度の不足等により、旅客収入は予想

水準を下回りました。

貨物事業につきましては、航空機材の変更に伴い輸送能力が減少したため、貨物収入は81百万円（前年対比569百万

円の減少）となりました。

以上の結果、事業収益はその他の収益を含め、42,316百万円（前年対比8,056百万円の減少）となりました。

②　事業費、販売費及び一般管理費

原油価格の高騰による燃料価格の上昇（前年同期比10.5%増）はありましたが、使用機材の運航比率の転換により、

燃料消費量は減少したため、燃料税を含めた燃料費負担は12,379百万円（前年同期比6.7%減）と減少しました。同じ

く、空港使用料も4,943百万円（前年同期比16.2%減）と大幅に減少し、運航効率の改善が確実に実現したことから、

運航乗務員体制の強化に伴う業務委託費等の増加を加えても、航行費は20,868百万円（前年対比1,863百万円の減

少）となりました。

航空機整備につきましては、Boeing 767-300ER型機の返還計画（２機の返還完了、２機の返還決定）の実施に伴い、

航空機返還に係わる整備費並びにB767型機関連の部品等の処理を進めたことから、整備費は8,533百万円（前年対比

1,690百万円の増加）となりました。

航空機の転換により航空機リース料は5,539百万円（前年対比1,294百万円の減少）と大幅に減少し、航空機部品償

却費及び航空保険料等の減少により航空機材費は6,705百万円（前年対比1,457百万円の減少）となりました。

運航路線の展開が一段落したことから、空港拠点における施設関連費用及び運送業務関連費用とも一定水準に止

まったことから、当事業年度の事業費総額は42,225百万円（前年対比1,867百万円の減少）になりました。

販売費および一般管理費の総額は、広告宣伝費の圧縮等、全般的なコスト削減を進めた結果、2,634百万円（前年

対比420百万円の減少）となり、事業収益に対する比率は6.2%（前年同期6.1％）とほぼ同水準を維持しました。
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③　営業外損益

違約金収入等による営業外収益282百万円の計上及び、為替変動に伴う外貨建債権に対する評価損等による営業外費

用128百万円の計上により、営業外損益は154百万円の利益となりました。

④　特別損益

予備エンジン売却等による特別利益469百万円、本社移転等に係る固定資産除却損及び賃借物件に係わる原状回復等

による特別損失97百万円を計上したことにより、特別損益は372百万円の利益となりました。

以上により当期純損失2,040百万円を計上することとなりました。

 

(3)　財政基盤と資金需要

主要幹線への路線集約及び運航体制基盤の抜本的改革等、経営資源の効率的運用を展開することにより、事業収支の健

全化を進めていく方針であります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度において設備投資の総額は2,496百万円であります。

主なものはBoeing737-800型機用航空機予備部品等の増加1,444百万円、本社（格納庫等）設置に伴う施設・設備・備

品等の増加677百万円、基幹システム増強に伴う備品等の増加122百万円、航空機地上支援機材他の空港内車両系器材

等の増加173百万円であります。

 

２【主要な設備の状況】

     (1）航空機

機種 機数（機） 全長（m） 全幅（m）
最大離陸重量

（ポンド）
客席数（席）

  Boeing社767－300ER型機 １ 54.9 47.5 310,000 265

  Boeing社767－300ER型機 １ 54.9 47.5 299,000 271

  Boeing社737－800型機 ９ 39.4 34.3 155,000 177

（注）Boeing社767－300ER型機２機はGECAS Aircraft Leasing Norway AS.からのそれぞれオペレーティング・リース

であります。

　　　Boeing社737-800型機９機のうち、１機はGENESIS Funding Norway 1 ASからの、１機はGate Leasing (Norway) A.S.

からの、４機はGECAS Aircraft Leasing Norway AS.からの、２機はAviation Capital Group Corporationから

の、１機はInternational Lease Finance Corporationからのそれぞれオペレーティング・リースであります。

<Boeing社767－300ER型機>

５号機は平成15年９月からの74ヶ月間の契約であります。

７号機は平成17年３月からの52ヶ月間の契約であります。

<Boeing社737－800型機>

１号機は平成17年12月からの96ヶ月間の契約であります。

２号機は平成18年１月からの96ヶ月間の契約であります。

３号機は平成18年６月からの96ヶ月間の契約であります。

４号機は平成18年12月からの96ヶ月間の契約であります。

５号機は平成19年８月からの96ヶ月間の契約であります。

６号機は平成20年１月からの96ヶ月間の契約であります。

７号機は平成20年６月からの96ヶ月間の契約であります。

８号機は平成20年７月からの96ヶ月間の契約であります。

９号機は平成21年３月からの96ヶ月間の契約であります。
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      (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

リース
資産

差入
保証金

合計

本社

（東京都大田区）

管理業務

営業業務

運航業務

整備業務 

内装設備

情報機器等

通信設備

100,855168,960471,68027,669769,165358

羽田事業所

（東京都大田区）
整備業務

内装設備

情報機器等

内装設備

11,11043,666 － － 54,777 99

東京空港支店

（東京都大田区）

空港業務

旅客業務

内装設備

情報機器等

通信設備

45,49156,379 － － 101,871222

福岡空港支店

（福岡県福岡市博多区）

運航業務

整備業務

空港業務

旅客業務

内装設備

情報機器等

通信設備

14,74512,274 － 10,63537,655111

神戸空港支店

（兵庫県神戸市中央区）

運航業務

整備業務

空港業務

旅客業務

内装設備

情報機器等

通信設

24,59926,487 － － 51,086 78

 

千歳空港支店

（北海道千歳市）

運航業務

整備業務

空港業務

旅客業務

内装設備

情報機器等

通信設備

41,55624,230 － 204,377270,16479

沖縄空港所

（沖縄県那覇市）

運航業務

整備業務

空港業務

旅客業務

内装設備

情報機器等

通信設備

6,6214,705 － 4,255 15,583 44

 

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

内装設備

情報機器等

通信設備

23,24714,256 － 3,640 41,143 34

福岡予約センター

（福岡県福岡市中央区）
予約業務

内装設備

情報機器等

通信設備

816 － － 6,234 7,051 56

合計 ― ― 269,045350,960471,680256,8121,348,4981,081

　（注）１　金額は、平成21年３月31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。

(3）重要な設備の売却

将来の航空機（B737-800型機）導入計画との連携、及びエンジン性能の統一化に対処するため、B737-800型用航空

機予備エンジン（CFM56-7B26）２基を売却しました。なお、当該エンジンはオペレーティング・リース契約により、引

き続き、主要設備として稼動しており運航能力への影響はありません。
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(4) リース契約による主な賃借設備

名称 台数 リース期間
年間リース料
（千円）

リース契約残高
（千円）

GE社製予備エンジン（CF6 80C2）注2

 
　１基 ５年間 94,006 62,670

CFM International社製         注3

予備エンジン（CFM56 7B26）
　１基 ８年間 70,229 520,871

CFM International社製         注4

予備エンジン（CFM56 7B26/3）
　１基 10年間 93,122 925,012

　（注）１　オペレーティング・リースであります。

        ２  平成21年11月に契約は終了する予定であります。

        ３　平成20年９月からの96ヶ月間の契約であります。

        ４　平成21年３月からの120ヶ月間の契約であります。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

当事業年度末現在における重要な設備の新設および除却の計画は次のとおりであります。

事業所名 設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月

総額

（千円）

既支払額

（千円）
着手 完了

本社

（東京都大田区）

B737型シミュレーター訓練

施設
1,495,1631,055,398

自己資金及び

リース
平成20年４月平成21年９月

本社

（東京都大田区）
客室乗務員訓練施設 113,95016,110自己資金 平成21年３月平成21年９月

本社

（東京都大田区）
航空機予備部品 200,000－ 自己資金 平成21年４月平成22年３月

東京空港支店

（東京都大田区）
空港施設・設備 141,163－ 自己資金 平成21年４月平成22年１月

沖縄空港所

（沖縄県那覇市）
空港施設・設備 157,450－ 自己資金 平成21年５月平成21年11月

 

 

(2)重要な設備の除却等

　　　該当事項はありません。
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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 187,720,000

計 187,720,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年６月24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 69,885,700 69,885,700
東京証券取引所

マザーズ

１単元の株式数

100株 

計 69,885,700 69,885,700 ─ ─

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年６月１日からこの有価証券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

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　11（注）１ 同左

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 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
3,300 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
108,300（注）２ 同左

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
同左

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
同左

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。

同左

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。
同左

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)

有価証券報告書

18/80



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

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　 153（注）１ 同左

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 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
45,900 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
169,500（注）２ 同左

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
同左

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
同左

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。

同左

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。
同左

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

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　　 1,190（注）１ 同左

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 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
238,000 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
59,200（注）２ 同左

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
同左

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
同左

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。

同左

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。
同左

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

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　 121（注）１ 同左

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 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
24,200 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
89,600（注）２ 同左

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
同左

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
同左

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。

同左

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。
同左

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17年６月23日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　3,890（注）１ 同左

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 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
389,000 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
76,600（注）２ 同左

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
同左

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
同左

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。

同左

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。
同左

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

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　3,432（注）１ 同左

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 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
343,200 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
　60,800（注）２ 同左

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
同左

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
同左

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

きないもとのする。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。

同左

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。
同左

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

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　5,336（注）１ 同左

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 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
533,600 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
　33,900（注）２ 同左

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
同左

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
同左

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

きないもとのする。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。

同左

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。
同左

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20年６月24日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 　6,656（注）１ 同左

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 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
665,600 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
　19,900（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成27年６月30日
同左

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　　 19,900

資本組入額 　 9,950
同左

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

きないもとのする。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20年６月24

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。

同左

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。
同左

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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（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
（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16年11月１日

※１
71,100 258,999 ─ 6,647,9644,662,60410,843,543

平成17年１月27日

※２
─ 258,999 ─ 6,647,964△6,180,9394,662,604

平成17年３月１日

※３
─ 258,999△4,484,8062,163,157 ─ 4,662,604

平成17年３月１日

※４
51,540,80151,799,800 ─ 2,163,157 ─ 4,662,604

平成17年９月１日

※５
4,983,30056,783,1001,499,9733,663,1301,499,9736,162,578

平成18年２月17日

※６
996,00057,779,100335,6523,998,782335,2036,497,781

平成18年４月１日～

平成19年３月31日

※６

106,60057,885,70015,8834,014,66515,8836,513,665

平成19年１月31日

※６
2,000,00059,885,700187,8004,202,465187,8006,701,465

平成20年11月21日

※７
10,000,00069,885,700575,0004,777,465575,0007,276,465

（注）※１　ゼロ株式会社との合併（合併比率　1：1.5）によるものであります。

※２　平成17年１月27日開催の定時株主総会決議において、資本準備金の減少（100％減）により欠損補填

6,180,939千円を行ないました。

※３　資本金の減少（67.4％減）により欠損補填4,484,806千円を行ないました。

※４　株式分割　1：200

※５　第三者割当

割当先　西久保愼一、株式会社やずや、オリックス株式会社

発行価格　602円　　資本組入額　301円

※６　新株予約権の行使による増加であります。

※７　第三者割当　割当先　西久保愼一　発行価格115円　資本組入額57.5円

（５）【所有者別状況】

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満株式
の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 8 19 90 20 19 13,82013,976 ―

所有株式数

（単元）
― 13,121 7,609 132,4575,680 295 539,667698,829 2,800

所有株式数の

割合（％）
― 1.88 1.09 18.95 0.82 0.04 77.22 100.00 ―

（注）１　自己株式345,500株（3,455単元）は「個人その他」の欄に含めて記載しております。

２　上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、16単元含まれております。
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（６）【大株主の状況】

 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

西久保　愼一 東京都港区 368,732 52.76

株式会社エイチ・アイ・エス 東京都新宿区西新宿６丁目8－1 103,794 14.85

オリックス株式会社 東京都港区浜松町２丁目4－1 12,030 1.72

吉田　望 東京都港区 5,009 0.72

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪府大阪市北区西天満４丁目15－10 4,928 0.71

不破　義夫 東京都八王子市 4,367 0.62

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目9－1 3,297 0.47

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目2-1 2,400 0.34

京セラ株式会社 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６ 2,324 0.33

株式会社やず企画 福岡県福岡市南区大楠１丁目34-16 2,324 0.33

計 ― 509,205 72.85

　（注）上記のほか、自己株式が3,455百株(0.49％)あります。

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年３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） 345,500 ― 単元株式数100株

完全議決権株式（その他）
（普通株式）

69,882,900
698,829単元株式数100株

単元未満株式 2,800 ― ―

発行済株式総数 69,885,700 ― ―

総株主の議決権 ― 698,829 ―

（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1,600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16個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成21年３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（％）

 スカイマーク株式会社
東京都港区愛宕二

丁目３番１-2102号
345,500 ― 345,500 0.49

計 ― 345,500 ― 345,500 0.49
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（８）【ストックオプション制度の内容】

合併によりゼロ株式会社から承継した新株予約権の状況及び平成16年１月28日第７回定時株主総会、平成17年

６月23日第９回定時株主総会、平成18年６月22日第10回定時株主総会、平成19年６月27日第11回定時株主総会、平

成20年６月24日第12回定時株主総会において特別決議された新株予約権の状況においては「（2）新株予約権等

の状況」において記載しております。

　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

　当該制度は、会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社の従業員に対して特に有利な条件を

もって新株予約権を発行することを平成21年６月23日取締役会において決議されたものであります。

　当該制度の内容は、以下のとおりであります。

決議年月日 平成21年６月23日

付与対象者の区分 当社の従業員

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 792,000株

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）

新株予約権の行使期間 平成23年７月８日～平成28年７月７日

新株予約権の行使の条件

①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。

②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る。ただし、定年退職

の場合には上記新株予約権の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。

③新株予約権の質入その他の処分及び相続は、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」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、その他の処分及び相続はこれを

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個当たりの行使に際して出資される財産の価格は、以下に定める１株当たりの払込金額に新株予

約権１個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

２　１株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社普通株式普通取引の新株予約権割当日に属する月の前

月各日（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終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切上げる。

　　　ただし、その金額が新株予約権割当日の前営業日の終値（取引が成立しない場合はその直近日の終値）を下回

る場合は、その終値とする。

　　　なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合行う場合、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、時価を下回る価格で新株を発行又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。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

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 ＋ 新規発行による増加株式数

３　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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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　

  　会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

  　該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

  　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 区分  株式数(株)     価額の総額(円)

 当事業年度における取得自己株式 14 3,164 

 当期間における取得自己株式 － － 

（注）当期間における取得自己株式には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出までの買取りによる株式は含

まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（　－　）
－ － － －

保有自己株式数 345,500 － 345,500 －

（注）当期間における保有自己株式数には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含まれておりません。
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３【配当政策】

  当社は、利益の状況、企業体質の強化、今後の事業展開に必要な内部留保状況等を勘案して、剰余金の配当を決定す

ることを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当及び中間配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、期末配当に

ついきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会としております。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定

めております。

当事業年度におきましては、当期純利益を計上していないため、誠に遺憾ながら無配といたします。

内部留保資金につきましては、中長期的な視点に立って、運航基盤の充実や整備体制の強化、財務体質の強化などに活

用し、企業価値の向上を図っていく所存であります。

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円）
354,000

□1,568
1,063 617 463 249

最低（円）
88,500

□837
500 176 179 87

　（注）１　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。

　　　　２　第９期は、決算期変更により平成16年11月１日から平成17年３月31日までの５ヶ月間となっております。

３　□印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 122 116 112 111 104 115

最低（円） 87 102 101 100 94 97

　（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。
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５【役員の状況】
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

代表取締役

社長

 監査室・

総務人事部

門担当

西久保　愼一 昭和30年７月25日生

昭和53年４月大同塗料株式会社入社

(注)2 368,732

昭和56年10月株式会社ソード電算機システム（現　

東芝パソコンシステム株式会社）入

社

昭和60年２月株式会社システム工学社　代表取締役

就任

平成２年９月 株式会社シーネット代表取締役就任

平成５年12月マスターネット株式会社（ゼロ株式

会社）代表取締役社長就任

平成14年５月同社代表取締役会長就任

平成14年９月イプシロン株式会社代表取締役就任

平成15年10月当社顧問就任

平成16年１月当社代表取締役社長就任

平成17年６月 当社代表取締役会長兼社長就任

平成21年５月 当社代表取締役社長就任（現任）

取締役会長

 安全統

括管理者・

運航本部長

井手　隆司 昭和28年８月10日生

昭和51年４月キャセイパシフィック航空会社入社

(注)2 200

昭和63年９月ブリティッシュ・エアウェイズ社入

社

平成10年６月同社日本地区営業部長

平成10年12月当社代表取締役社長就任

平成15年１月

平成21年５月

当社取締役副会長就任

当社取締役会長就任（現任）

取締役
 販売本部

長
不破　義夫 昭和36年５月13日生

昭和59年４月ソード株式会社（現東芝パソコンシ

ステム株式会社）入社

(注)2 4,367

平成５年９月 株式会社シーネット（平成８年９月

ゼロ株式会社と合併）入社

平成６年１月 同社取締役企画部担当

平成11年４月同社専務取締役企画担当

平成14年５月同社代表取締役社長就任

平成16年11月当社取締役就任（現任）

取締役

 経理本部

長・経営企

画室長

有森　正和 昭和31年11月17日生

昭和54年４月日興證券株式会社入社（現日興コー

ディアル証券株式会社）

(注)2 244

昭和55年11月日本合同ファイナンス株式会社（現

株式会社ジャフコ）入社

平成７年10月同社広島支店長

平成９年６月 同社福岡支店長

平成13年４月同社第一投資グループ投資１チーム

ゼネラルマネージャー

平成14年６月ゼロ株式会社取締役財務担当

平成16年11月当社執行役員経理本部本部長

平成17年６月当社取締役就任（現任）

常勤監査役  柳田　圭三郎 昭和24年２月24日生

昭和46年４月日本航空株式会社入社

(注)3 ―

昭和53年９月同社運航管理者

平成６年７月 同社函館空港所長

平成９年７月 当社入社空港企画部長

平成９年12月当社運航業務部長

平成11年７月当社東京空港支店長

平成13年６月当社経営企画室長

平成17年７月当社執行役員運航本部長

（兼・安全推進委員会事務局長）

平成20年４月当社参与安全推進委員会事務局長

平成20年６月当社常勤監査役就任（現任）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

監査役  大野　尚 昭和33年５月１日生

昭和59年10月株式会社エイチ・アイ・エス入社

(注)4 20

平成12年１月同社取締役九州営業本部長

平成13年11月同社取締役統括営業本部長

平成14年１月当社常務取締役就任

平成15年１月当社専務取締役就任

平成16年１月ビッグ・フィールド・マネージメン

ト株式会社　代表取締役就任（現任）

平成17年６月当社監査役就任（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

監査役  鳥羽　史郎 昭和42年３月21日生

平成元年10月中央新光監査法人（みすず監査法

人）入所

(注)4 ―

平成３年10月中央クーパース・アンド・ライブラ

ンド国際税務事務所（現税理士法人

プライスウォーターハウスクーパー

ス）入所

平成６年１月 中央監査法人入所（みすず監査法

人）

平成９年１月 鳥羽公認会計士事務所所長（現任）

平成17年１月株式会社みのり会計代表取締役就任

（現任）

平成17年６月当社監査役就任（現任）

監査役  中本　伸一 昭和33年１月17日生

昭和53年４月ハドソン株式会社入社

(注)3 ―

昭和58年４月同社取締役

平成元年12月同社常務取締役

平成11年５月同社代表取締役副社長

平成14年４月同社取締役執行役員副社長

平成14年７月同社取締役

平成16年６月同社ネットワーク・コンテンツ事業

本部上級顧問

平成17年４月有限会社サイレントシステム代表取

締役

平成19年１月同社取締役

平成20年６月当社監査役就任（現任）

    計  373,563

　（注）１．監査役鳥羽史郎、中本伸一の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　　　　２．平成20年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　３．平成20年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４．平成21年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　企業価値の向上を図るため、透明性と健全性の高い、より効率的な経営の実現を果たしていくコーポレート・ガバ

ナンス（企業統治）の強化に取り組んでおります。

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

  当社は会社法に定める取締役会、監査役、監査役会、会計監査人の設置会社です。

  取締役会は取締役４名（内、社外取締役0名）で構成され、取締役の業務執行に係わる適法性を監査役5名（内、社

外監査役3名）で構成される監査役会で監査しております。

  適正なコーポレート・ガバナンスならびに内部統制遂行のため、コンプライアンス規程ならびにリスク管理規程

等を定め、法令・規程の遵守ならびにリスク管理を実施することを事業運営の基本としております。

  取締役会の定める基本方針に基づき、経営の個々の業務執行を審議する機関として各部門の責任者にて構成する

「本部長会」を設定し隔週の開催しております。また、代表取締役の直轄部門として「監査室」および「安全推進

委員会」を設置し、「監査室」は業務の適法な遂行状況、リスク管理への対応などを含めた、業務の妥当性・安全性

等の監査を行い、「安全推進委員会」は安全運航に関する様々な阻害要因の発見・抽出・分析・防止対策の審議・

決定を継続的に行い運航の安全性確保ならびにその品質向上を図っております。

  業務執行および監督に係わるコーポレートガバナンスシステムは以下のとおりです。

 

③ 内部監査・監査役監査及び会計監査の状況

・ 内部監査及び監査役監査の状況

　計画に基づき社内の安全監査や業務監査を実施し、監査結果は社長に報告しております。被監査部門に対しては、

監査結果の報告に基づき、改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善の進捗状況を確認することにより、実効性

の高い監査を実施しております。また、当事業年度からは、財務報告に係わる内部統制評価を実施しております。

　監査役監査は、常勤監査役１名及び非常勤監査役４名（内、社外監査役３名）により実施しております。監査役は

取締役会に出席するほか、定例的に開催される本部長会議等の重要な会議に出席する等で、経営監視の機能を果た

しております。さらに、監査室による監査実施やその結果の報告を受けると共に、適宜、実査に同行立会すること等

で連携を図っております。

　また、監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視・検証し、職務執行状況

の報告を受ける等で、会計監査の相当性を監査しております。

・会計監査並びに内部統制監査の状況

当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づいた監査を受けております。

業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。

指定社員　業務執行社員　宮崎　敬之　（継続監査年数２年）
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指定社員　業務執行社員　石戸　喜二　（継続監査年数２年）

指定社員　業務執行社員　篠崎　卓　　（継続監査年数２年）

当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他３名であります。

 

④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　　　当社は、社外取締役はおりません。また、社外監査役が役員を兼務している各社との間に特別な利害関係はありませ

ん。

・責任限定契約の内容の概要

　　 当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。

　　 監査役﨑井重信、鳥羽史郎、中本伸一の各氏の当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第

425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。

 

⑤ 役員報酬の内容

  取締役の年間報酬総額　　　　　　　　　　　　　　72,960千円

  監査役の年間報酬総額　　　　　　　　　　　　　　19,000千円

⑥ 取締役の定数

　当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議

は累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

　　1.自己株式の取得

　　　当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議

によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

　　2.中間配当

　　　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年

９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 　　3.取締役及び監査役の責任免除

　　　当社は、取締役及び監査役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにす

るため、会社法第426条第１項の規定により、職務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監

査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ

とができる旨を定款に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨を定款に定めております。

⑩ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

　会社法及び会社法施行規則に準拠し、当社の業務の適正性を確保するための体制（「内部統制システム」）を構

築し、実行しております。また、事業環境を取り巻く様々なリスク要因を認識し、対処することを目的とした「リス

ク管理規程」を定め、リスク管理体制の整備を図っております。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（円）
非監査業務に基づく報酬

（円）
監査証明業務に基づく報酬

（円）
非監査業務に基づく報酬

（円）

 － － 18,500,000 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。　

 

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則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、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31

日まで）及び当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表について、東陽監査法人によ

り監査を受けております。

  なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

　　　第11期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日）　みすず監査法人 

　　　第12期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日）　東陽監査法人 

 

３　連結財務諸表について

　連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28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、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　　　　　　    0.06％

売上高基準　　　　　    0.25％

利益基準　　　　　      0.01％

利益剰余金基準　　　    0.03％
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,489,045 3,067,397

営業未収入金 2,346,550 2,245,419

貯蔵品 686,643 304,883

未収入金 479,084 472,147

未収還付消費税等 151,332 81,362

前払費用 1,492,115 962,569

その他 54,637 16,339

貸倒引当金 △48,472 △22,331

流動資産合計 6,650,936 7,127,789

固定資産

有形固定資産

航空機材 3,641,253 3,056,383

減価償却累計額 △1,564,207 △1,526,296

航空機材（純額） 2,077,045 1,530,086

建物 413,793 486,152

減価償却累計額 △193,658 △217,106

建物（純額） 220,135 269,045

車両運搬具 1,210,449 1,238,894

減価償却累計額 △866,512 △996,569

車両運搬具（純額） 343,937 242,324

工具、器具及び備品 624,251 818,153

減価償却累計額 △349,517 △467,192

工具、器具及び備品（純額） 274,733 350,960

リース資産 － 482,400

減価償却累計額 － △10,720

リース資産（純額） － 471,680

建設仮勘定 416,839 1,072,314

有形固定資産合計 3,332,692 3,936,411

無形固定資産

商標権 3,288 2,733

ソフトウエア 15,347 11,212

電話加入権 11,145 11,145

無形固定資産合計 29,781 25,092

投資その他の資産

関係会社株式 4,200 6,300

長期貸付金 10,776 9,129

長期前払費用 49,536 46,619

敷金及び保証金 2,189,152 1,847,628

長期預け金 6,011,632 4,824,014

その他 6,109 4,964
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

貸倒引当金 △10,776 △9,129

投資その他の資産合計 8,260,631 6,729,527

固定資産合計 11,623,104 10,691,031

繰延資産

開発費 141,686 70,843

繰延資産合計 141,686 70,843

資産合計 18,415,728 17,889,663

負債の部

流動負債

営業未払金 2,072,742 1,567,502

未払金 324,992 377,431

未払費用 413,287 370,128

未払法人税等 24,697 42,862

前受旅客収入金 1,537,368 1,243,393

預り金 212,752 －

定期整備引当金 406,586 390,759

返還整備引当金 1,611,837 2,275,040

その他 65,030 181,212

流動負債合計 6,669,296 6,448,331

固定負債

定期整備引当金 2,129,316 2,062,239

返還整備引当金 － 125,606

リース債務 － 460,490

その他 52,546 69,946

固定負債合計 2,181,862 2,718,283

負債合計 8,851,158 9,166,615

純資産の部

株主資本

資本金 4,202,465 4,777,465

資本剰余金

資本準備金 6,701,465 7,276,465

その他資本剰余金 15,317 15,317

資本剰余金合計 6,716,782 7,291,782

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,340,828 △3,381,156

利益剰余金合計 △1,340,828 △3,381,156

自己株式 △90,988 △90,991

株主資本合計 9,487,431 8,597,099

新株予約権 77,138 125,948

純資産合計 9,564,569 8,723,047

負債純資産合計 18,415,728 17,889,663
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

事業収益

航空事業収入 49,773,393 41,697,375

附帯事業収入 599,767 619,407

事業収益合計 50,373,161 42,316,783

事業費

航空事業費 44,072,545 42,211,871

その他の事業費用 21,349 14,062

事業費合計 44,093,895 42,225,933

事業総利益 6,279,265 90,849

販売費及び一般管理費

販売手数料 698,355 604,882

広告宣伝費 451,512 341,011

給料及び手当 640,964 544,192

株式報酬費用 53,769 53,068

福利厚生費 94,708 96,580

旅費及び交通費 36,632 33,743

通信費及びシステム費 72,162 43,001

業務委託費 160,373 143,576

支払手数料 446,031 389,615

賃借料 125,623 134,542

消耗品費 13,049 18,123

減価償却費 26,433 81,213

貸倒引当金繰入額 23,830 2,853

貸倒損失 67,597 8,641

その他 143,835 139,100

販売費及び一般管理費合計 3,054,881 2,634,148

営業利益又は営業損失（△） 3,224,384 △2,543,299

営業外収益

受取利息 4,103 1,852

違約金収入 256,852 213,362

その他 69,350 67,333

営業外収益合計 330,306 282,548

営業外費用

支払利息 3,813 14,129

為替差損 799,246 104,235

その他 1,652 10,131

営業外費用合計 804,711 128,496

経常利益又は経常損失（△） 2,749,979 △2,389,246
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※1
 3,764

※1
 424,899

保険金入金 92 －

投資有価証券売却益 11,520 －

貸倒引当金戻入額 67,204 28,994

その他特別利益 12,104 16,010

特別利益合計 94,686 469,904

特別損失

固定資産除却損 ※3
 14,680

※3
 44,380

固定資産売却損 ※2
 275 －

業務委託契約整理損 74,772 －

施設賃貸借契約解約損 74,139 －

新株予約権消却損 28,480 －

賃貸物件原状回復費用 － 52,208

その他 － 439

特別損失合計 192,348 97,028

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,652,317 △2,016,369

法人税、住民税及び事業税 24,331 23,958

法人税等合計 24,331 23,958

当期純利益又は当期純損失（△） 2,627,986 △2,040,328
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【事業費明細書】
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前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

航空事業費                  
Ⅰ　航行費                  

給与手当等  1,364,697    1,234,359    
燃料費・燃料税  13,262,990    12,379,172    
空港使用料  5,896,665    4,943,103    
乗員訓練費  637,093    427,290    
乗員旅費  351,669    414,133    
業務委託費  759,034    1,014,906    
その他  459,311    455,167    
計  22,731,46351.5 20,868,13349.4

Ⅱ　整備費                  
給与手当等  1,135,258    1,022,476    
整備部品費  505,843    981,294    
業務委託費  1,448,369    1,503,789    
定期整備引当金繰入額  1,138,996    380,854    
返還整備引当金繰入額  1,534,475    3,762,597    
その他  1,080,791    882,772    
計  6,843,73515.5 8,533,78520.2

Ⅲ　航空機材費                  
航空機材リース料  6,834,446    5,539,927    
航空保険料  483,579    334,010    
その他  845,195    831,328    
計  8,163,22218.5 6,705,26715.9

Ⅳ　運送費                  
給与手当等  1,966,569    1,613,176    
運送サービス費  1,120,216    1,070,521    
業務委託費  599,851    570,071    
機内サービス費  87,081    64,808    
乗員訓練費  6,943     8,725     

計  3,780,6638.6 3,327,3027.9

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅴ　空港管理費                  
給与手当等  956,489    1,054,868    
業務委託費  148,194    117,303    
賃借料  1,215,592    1,325,912    
その他  233,183    279,229    
計  2,553,4605.8 2,777,3836.6

航空事業費合計  44,072,54599.9 42,211,87199.9
その他  21,349 0.1 14,062 0.1

事業費合計  44,093,895100.0 42,225,933100.0
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,202,465 4,202,465

当期変動額

新株の発行 － 575,000

当期変動額合計 － 575,000

当期末残高 4,202,465 4,777,465

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 6,701,465 6,701,465

当期変動額

新株の発行 － 575,000

当期変動額合計 － 575,000

当期末残高 6,701,465 7,276,465

その他資本剰余金

前期末残高 15,317 15,317

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,317 15,317

資本剰余金合計

前期末残高 6,716,782 6,716,782

当期変動額

新株の発行 － 575,000

当期変動額合計 － 575,000

当期末残高 6,716,782 7,291,782

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △3,968,814 △1,340,828

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 2,627,986 △2,040,328

当期変動額合計 2,627,986 △2,040,328

当期末残高 △1,340,828 △3,381,156

利益剰余金合計

前期末残高 △3,968,814 △1,340,828

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 2,627,986 △2,040,328

当期変動額合計 2,627,986 △2,040,328

当期末残高 △1,340,828 △3,381,156

自己株式

前期末残高 △90,988 △90,988
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当期変動額

自己株式の取得 － △3

当期変動額合計 － △3

当期末残高 △90,988 △90,991

株主資本合計

前期末残高 6,859,444 9,487,431

当期変動額

新株の発行 － 1,150,000

当期純利益又は当期純損失（△） 2,627,986 △2,040,328

自己株式の取得 － △3

当期変動額合計 2,627,986 △890,331

当期末残高 9,487,431 8,597,099

新株予約権

前期末残高 53,769 77,138

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,369 48,809

当期変動額合計 23,369 48,809

当期末残高 77,138 125,948

純資産合計

前期末残高 6,913,213 9,564,569

当期変動額

新株の発行 － 1,150,000

当期純利益又は当期純損失（△） 2,627,986 △2,040,328

自己株式の取得 － △3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,369 48,809

当期変動額合計 2,651,356 △841,521

当期末残高 9,564,569 8,723,047
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４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

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,652,317 △2,016,369

減価償却費 1,090,345 1,143,561

長期前払費用償却額 98,998 65,991

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,876 △27,788

定期整備引当金の増減額（△は減少） 170,343 △82,904

返還整備引当金の増減額（△は減少） △1,010,948 788,810

受取利息及び受取配当金 △4,103 △1,852

支払利息 3,813 14,129

為替差損益（△は益） 315,203 △71,596

株式交付費 － 5,260

投資有価証券売却損益（△は益） △11,520 －

固定資産売却損益（△は益） △3,489 △424,899

固定資産除却損 14,680 44,380

売上債権の増減額（△は増加） 894,000 101,131

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,704 381,759

前払費用の増減額（△は増加） △170,546 533,054

未収入金の増減額（△は増加） △234,466 5,684

長期預け金の増減額（△は増加） 204,322 1,187,617

仕入債務の増減額（△は減少） △330,947 △505,239

前受旅客収入金の増減額（△は減少） △38,590 △293,974

未払金の増減額（△は減少） 166,915 88,675

未収消費税等の増減額（△は増加） △151,332 69,970

未払消費税等の増減額（△は減少） △189,307 －

その他の資産の増減額（△は増加） △74,306 △23,631

その他の負債の増減額（△は減少） 191,751 △71,652

小計 3,448,553 910,117

利息及び配当金の受取額 3,355 1,852

利息の支払額 △3,428 △17,637

法人税等の支払額 △23,859 △24,331

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,424,620 870,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △198,400 －

投資有価証券の売却による収入 209,920 －

有形固定資産の取得による支出 △979,894 △2,705,701

有形固定資産の売却による収入 4,590 1,861,886

無形固定資産の取得による支出 △17,309 －

敷金及び保証金の差入による支出 △506,842 △417,102

敷金及び保証金の回収による収入 117,580 825,864

貸付金の回収による収入 502 1,647

関係会社株式の取得による支出 － △2,100

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,369,853 △435,504
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △1,700,000 －

新株予約権の買戻しによる支出 △58,880 －

株式の発行による収入 － 1,144,740

自己株式の取得による支出 － △3

リース債務の返済による支出 － △5,238

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,758,880 1,139,497

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 4,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295,892 1,578,352

現金及び現金同等物の期首残高 1,193,152 1,489,045

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 1,489,045

※
 3,067,397
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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】

    該当事項はありません。

【重要な会計方針】
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１　有価証券の評価基準及

び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式等

　移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

(1）子会社株式及び関連会社株式等

同左

(2）その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準

及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法を採用しており

ます。

貯蔵品

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定）を採用しておりま

す。

（会計方針の変更）

当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第9号平成18

年7月5日公表分）を適用しております。こ

れにより、損益に与える影響額は軽微であ

ります。 

３　固定資産の減価償却の

方法

 

 

(1)有形固定資産

建物（附属設備を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　　　　　　10年

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

建物（附属設備を除く）

同左

 

 

 

その他の有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物附属設備　　　３年～18年

航空機材　　　　　８年～10年

車輌運搬具　　　　２年～６年

器具備品　　　　　２年～20年

その他の有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物附属設備　　　３年～18年

航空機材　　　　　８年～10年

車輌運搬具　　　　２年～６年

器具備品　　　　　２年～20年

 (会計処理の方法の変更) 

　当事業年度より、法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得する資産の減

価償却の計算方法については、改正後の法

人税法に定める方法によっております。 

　この変更に伴う、営業利益、経常利益、お

よび税引前当期純利益に与える影響は軽

微です。

 （追加情報）

　平成19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間の均等償却する方法

によっております。これによる営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に与える

影響額は軽微であります。 
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただしソフトウェア（自社利用分）につ

きましては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 

 

(3) 　　　――――――

 

 (3)リース資産

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、

所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引日が平成20年3月31日以前

の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によってお

ります。 

 

 

(4）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(4)長期前払費用

同左

４　繰延資産の処理方法

 

(1) 株式交付費

支出時に全額を費用として処理してお

ります。

(1) 株式交付費

同左

 

 

(2）開発費

　５年間で毎期均等償却しております。

(2）開発費

同左

５　外貨建資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して計上しております。

同左

６　引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

 

 

(3）定期整備引当金

　航空機材の定期整備費用の支出に備える

ため、定期整備費用見積額を計上しており

ます。

(3）定期整備引当金

同左

 

 

(4）返還整備引当金

　航空機材の返還整備費用の支出に備える

ため、返還整備費用見積額を計上しており

ます。

(4）返還整備引当金

　　　　　　　同左

７　収益及び費用の計上基

準

　事業収益のうち旅客収入につきましては、

輸送完了時に収益に計上しております。

同左

８　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引につきましては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を採用しておりま

す。

――――――
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

９　キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ケ

月以内に満期日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短期的な投

資からなっております。

同左

10　消費税等の会計処理 　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式を採用しております。

同左

【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　　　　　　　　　　────── (リース取引に関する会計基準)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議

会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16

号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員

会)、平成19年3月30日改正))を適用し、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。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。

　これによる損益に与える影響額は軽微であります。 
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【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　　　　　　　　　　────── (貸借対照表)

　前事業年度まで区分掲記しておりました「預り金」(当事

業年度末残高151,678千円)は、負債及び純資産の合計額の

100分の1以下となったため、流動負債の「その他」に含め

て表示することにしました。 

【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　　該当事項はありません。

（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

車輌       447千円

備品 3,316千円

計     3,764千円

航空機材   359,724千円

車両運搬具 63,378千円

工具・器具及び備品  1,515千円

建物  280千円

計  424,899千円

※２　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※２　――――――

車輌       275千円

計    275千円

 

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

備品       7,472千円

建物附属設備 3,462千円

航空機部品 2,847千円

長期前払費用       435千円

車輌       309千円

ソフトウェア 153千円

計     14,680千円

建物   33,068千円

工具・器具及び備品 9,899千円

航空機材 990千円

車両運搬具   421千円

計 44,380千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 59,885,700 ― ― 59,885,700

合計 59,885,700 ― ― 59,885,700

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

自己株式     

普通株式 345,486 ― ― 345,486

合計 345,486 ― ― 345,486

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社  平成18年新株予約権

(自己新株予約権)（注1.2）
普通株式

8,000,000

(   －  )

－

(8,000,000)

8,000,000

(8,000,000)

－

( 　－  )
－

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 77,138

合計 － 8,000,000－ 8,000,000－ 77,138

（注）1.平成18年自己新株予約権の増加8,000,000は新株予約権の買戻しによるものであります。

2.平成18年自己新株予約権の減少8,000,000は新株予約権の消却による減少であります。

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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　該当事項はありません。
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当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式(注) 59,885,70010,000,000 ― 69,885,700

合計 59,885,70010,000,000 ― 69,885,700

　（注）普通株式の発行済株式数の増加10,000,000株は第三者割当による新株の発行による増加であります。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

自己株式     

普通株式(注) 345,486 14 ― 345,500

合計 345,486 14 ― 345,500

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加14株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権
－ ― ― ― ― 125,948

合計 － ― ― ― ― 125,948

 

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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と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  1,489,045千円

現金及び現金同等物  1,489,045千円

現金及び預金勘定  3,067,397千円

現金及び現金同等物  3,067,397千円
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（リース取引関係）

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 (単位：千円)

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

車両運搬具 82,44549,39033,054
ソフトウェア 19,62015,3694,251

合計 102,06564,75937,305

 

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

　　所有権移転外ファイナンス・リース物件

　　①　リース資産の内容

 　　　本社（格納庫）、建物付属設備　

　　②　リース資産の減価償却の方法

  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。　　 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており、その内容は以下のとおり

であります。 　

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

　車両運搬具 36,50010,33626,163
 ソフトウェア 19,62019,293 327

合計 56,12029,62926,490

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,205千円

１年超 26,140千円

合計   37,345千円

１年内     7,114千円

１年超  19,971千円

合計   27,086千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 9,317千円

減価償却費相当額  8,558千円

支払利息相当額 343千円

支払リース料 11,901千円

減価償却費相当額  10,815千円

支払利息相当額 1,030千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　同左

(5) 利息相当額の算出方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(5) 利息相当額の算出方法

　　同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

　　同左

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内 5,893,536千円

１年超 14,984,602千円

合計 20,878,139千円

１年内  4,761,194千円

１年超 21,812,232千円

合計 26,573,426千円
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（有価証券関係）

　前事業年度末（平成20年３月31日現在）

１.当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計(千円)

209,920 11,520 －

　なお、当事業年度末の有価証券残高はありません。

　

　当事業年度末（平成21年３月31日現在）

１.当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　 該当事項はありません。

　　

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）及び当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21

年３月31日）

　　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。

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当該事業年度における費用計上額及び科目名

　　株式報酬費用　　53,769千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容
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平成14年

ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社より承継分）

平成15年
ストック・オプション

（合併によりゼロ株式会社より承継分）

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ５名、当社従業員 26名
当社取締役 ３名、当社監査役 ４名

当社従業員 24名、業務委託契約者３名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　47,700株 普通株式　440,700株

 付与日 平成14年６月21日 平成15年６月27日

 権利確定条件

 付与日（平成14年６月21日）以降、権利

確定日（平成16年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成15年６月27日）以降、権利

確定日（平成15年９月30日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成14年６月21日から平成16年６月30日

まで

 平成15年６月27日から平成15年９月30日

まで

 権利行使期間
 平成16年７月１日から平成23年６月30日

まで

 平成15年10月１日から平成20年９月30日

まで

 
平成16年

ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社より承継分）

平成16年
ストック・オプション（第1回）

 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名、当社従業員 25名

業務委託契約者 ３名

当社取締役 ２名、当社監査役 １名、当社

従業員 523名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　82,200株 普通株式　642,400株

 付与日 平成16年６月25日 平成16年３月25日

 権利確定条件

 付与日（平成16年６月25日）以降、権利

確定日（平成18年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成16年３月25日）以降、権利

確定日（平成18年３月31日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成16年６月25日から平成18年６月30日

まで

 平成16年３月25日から平成18年３月31日

まで

 権利行使期間
 平成18年７月１日から平成22年６月30日

まで

 平成18年４月１日から平成23年３月31日

まで

 
平成16年

ストック・オプション（第2回）
平成17年

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員 106名
当社取締役 ４名、当社監査役 ４名、当社

従業員 650名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　85,400株 普通株式　696,000株

 付与日 平成16年５月31日 平成17年７月４日

 権利確定条件

 付与日（平成16年５月31日）以降、権利

確定日（平成18年５月31日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成17年７月４日）以降、権利

確定日（平成19年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成16年５月31日から平成18年５月31日

まで

 平成17年７月４日から平成19年６月30日

まで

 権利行使期間
 平成18年６月１日から平成23年３月31日

まで

 平成19年７月１日から平成24年６月30日

まで
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平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員 661名 当社従業員 868名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　528,800株 普通株式　694,400株

 付与日 平成18年７月１日 平成19年７月１日

 権利確定条件

 付与日（平成18年７月１日）以降、権利

確定日（平成20年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成19年７月１日）以降、権利

確定日（平成21年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成18年７月１日から平成20年６月30日

まで

 平成19年７月１日から平成21年６月30日

まで

 権利行使期間
 平成20年７月１日から平成25年６月30日

まで

 平成21年７月１日から平成26年６月30日

まで

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 

平成14年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

平成15年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

平成16年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

権利確定前　　　　　　（株）             

前事業年度末 ― ―     

付与 ― ― ―

失効 ― ―     

権利確定 ― ― ―

未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　　　（株）       

前事業年度末 3,300 133,800 45,900

権利確定 ― ― ―

権利行使 ― ― ―

失効 ― ― ―

未行使残 3,300 133,800 45,900
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平成16年

　ストック・オプション　
（第1回）

平成16年
　ストック・オプション　

（第2回）

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）             

前事業年度末 ― ― 479,000

付与 ― ― ―

失効 ― ― ―

権利確定 ― ― 479,000

未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　　　（株）             

前事業年度末 294,000 33,800 ―

権利確定 ― ― 479,000

権利行使 ― ― ―

失効 34,400 3,400 48,000

未行使残 259,600 30,400 431,000

 
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）         

前事業年度末 444,800 ―

付与 ― 694,400

失効 54,400 80,800

権利確定 ― ―

未確定残 390,400 613,600

権利確定後　　　　　　（株）         

前事業年度末 ― ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 ― ―

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

②　単価情報

 

平成14年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

平成15年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

平成16年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

権利行使価格　　　　　　（円） 361 337 565

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

 
平成16年

ストック・オプション
 （第１回）

平成16年
ストック・オプション

 （第２回）

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 296 448 766

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―
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平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 608 339

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） 140 127

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

  当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。

①　使用した評価技法 　　　　　　ブラック・ショールズ式

②　主な基礎数値及び見積方法

 平成20年ストック・オプション

株価変動性（注）１  　　　　　　　　　　　　　　  55％

予想残存期間（注）２  　　　　　　　　　　　　　 　2.9年

予想配当（注）３  　　　　　　　　　　　　　　　 0％

無リスク利子率（注）４ 　　　　　　　　　　　　　 1.0144％

（注）１．200分割来（平成17年3月から平成19年６月）の株価実績に基づき算定しております。

２．従業員全員の平均在職年数であり、従業員の退職により本ストック・オプションは消滅してしま

うため、平均在職年数を用いております。

３．過去の配当実績が観察されなかったため予想配当はありません。

４．２年もの国債レートと５年もの国債レートより従業員の平均勤続年数を考慮し算出しておりま

す。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当該事業年度における費用計上額及び科目名

　　株式報酬費用　　53,068千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容
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平成14年

ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社より承継分）

平成15年
ストック・オプション

（合併によりゼロ株式会社より承継分）

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ５名、当社従業員 26名
当社取締役 ３名、当社監査役　４名

当社従業員 24名、業務委託契約者３名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　47,700株 普通株式　440,700株

 付与日 平成14年６月21日 平成15年６月27日

 権利確定条件

 付与日（平成14年６月21日）以降、権利

確定日（平成16年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成15年６月27日）以降、権利

確定日（平成15年９月30日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成14年６月21日から平成16年６月30日

まで

 平成15年６月27日から平成15年９月30日

まで

 権利行使期間
 平成16年７月１日から平成23年６月30日

まで

 平成15年10月１日から平成20年９月30日

まで

 
平成16年

ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社より承継分） 

平成16年
ストック・オプション（第1回）

 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名、当社従業員 24名

業務委託契約者 ３名 

当社取締役　２名、当社監査役　１名、当社

従業員 523名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　82,200株 普通株式　642,400株

 付与日 平成16年６月25日 平成16年３月25日

 権利確定条件

 付与日（平成16年６月25日）以降、権利

確定日（平成18年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成16年３月25日）以降、権利

確定日（平成18年３月31日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成16年６月25日から平成18年６月30日

まで

 平成16年３月25日から平成18年３月31日

まで

 権利行使期間
 平成18年７月１日から平成22年６月30日

まで

 平成18年４月１日から平成23年３月31日

まで

 
平成16年

ストック・オプション（第2回）
平成17年

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員 106名
当社取締役　４名、当社監査役　４名、当社

従業員 650名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　85,400株 普通株式　696,000株

 付与日 平成16年５月31日 平成17年７月４日

 権利確定条件

 付与日（平成16年５月31日）以降、権利

確定日（平成18年３月31日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成17年７月４日）以降、権利

確定日（平成19年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成16年５月31日から平成18年５月31日

まで

 平成17年７月４日から平成19年６月30日

まで

 権利行使期間
 平成18年６月１日から平成23年３月31日

まで

 平成19年７月１日から平成24年６月30日

まで
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平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員 661名 当社従業員 868名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　528,800株 普通株式　694,400株

 付与日 平成18年７月１日 平成19年７月１日

 権利確定条件

 付与日（平成18年７月４日）以降、権利

確定日（平成20年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 付与日（平成19年７月１日）以降、権利

確定日（平成21年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 平成18年７月１日から平成20年６月30日

まで

 平成19年７月１日から平成21年６月30日

まで

 権利行使期間
 平成20年７月１日から平成25年６月30日

まで

 平成21年７月１日から平成26年６月30日

まで 
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平成20年

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員 949名

 株式の種類別のストック・オプションの

付与数
普通株式　759,200株

 付与日 平成20年７月１日

 権利確定条件
 付与日（平成20年７月１日）以降、権利確定日（平成22年６月30日）まで継

続して勤務していること。

 対象勤務期間  平成20年７月１日から平成22年６月30日まで

 権利行使期間  平成22年７月１日から平成27年６月30日まで

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 

平成14年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

平成15年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

平成16年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

権利確定前　　　　　　（株）             

前事業年度末 ― ― ―

付与 ― ― ―

失効 ― ― ―

権利確定 ― ― ―

未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　　　（株）             

前事業年度末 3,300 133,800 45,900

権利確定 ― ― ―

権利行使 ― ― ―

失効 ― 133,800 ―

未行使残 3,300 ― 45,900
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平成16年

　ストック・オプション　
（第1回）

平成16年
　ストック・オプション　

（第2回）

平成17年
　ストック・オプション　

権利確定前　　　　　　（株）             

前事業年度末 ― ― ―

付与 ― ― ―

失効 ― ― ―

権利確定 ― ― ―

未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　　　（株）             

前事業年度末 259,600 30,400 431,000

権利確定 ― ― ―

権利行使 ― ― ―

失効 21,600 6,200 42,000

未行使残 238,000 24,200 389,000

 
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）             

前事業年度末 390,400 613,600 ―

付与 ― ― 759,200

失効 ― 80,000 93,600

権利確定 390,400 ― ―

未確定残 ― 533,600 665,600

権利確定後　　　　　　（株）             

前事業年度末 ― ― ―

権利確定 390,400 ― ―

権利行使 ― ― ―

失効 47,200 ― ―

未行使残 343,200 ― ―

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

②　単価情報

 

平成14年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

平成15年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

平成16年
ストック・オプション
（合併によりゼロ株式会社

より承継分）

権利行使価格　　　　　　（円） 361 337 565

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

 
平成16年

ストック・オプション
 （第１回）

平成16年
ストック・オプション

 （第２回）

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 296 448 766

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―
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平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 608 339 199

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） 140 127 73

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

  当事業年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。

①　使用した評価技法 　　　　　　ブラック・ショールズ式

②　主な基礎数値及び見積方法

 平成19年ストック・オプション

株価変動性（注）１  　　　　　　　　　　　　　　  54％

予想残存期間（注）２  　　　　　　　　　　　　　 　3.4年

予想配当（注）３  　　　　　　　　　　　　　　　 0％

無リスク利子率（注）４ 　　　　　　　　　　　　　  1.068％

（注）１．200分割来（平成17年3月から平成20年６月）の株価実績に基づき算定しております。

２．従業員全員の平均在職年数であり、従業員の退職により本ストック・オプションは消滅してしま

うため、平均在職年数を用いております。

３．過去の配当実績が観察されなかったため予想配当はありません。

４．２年もの国債レートと５年もの国債レートより従業員の平均勤続年数を考慮し算出しておりま

す。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）     

繰越欠損金     131,255千円

定期整備引当金 1,031,949

返還整備引当金 876,047

為替差損益 266,796

未払概算源泉税 24,887

その他 30,484

（繰延税金資産小計） 2,361,418

評価性引当額 △2,361,418

繰延税金資産合計 ―

（繰延税金資産）     

繰越欠損金 664,781千円

定期整備引当金 998,212

返還整備引当金 1,097,800

為替差損益 298,155

貯蔵品評価損 88,800

その他 20,395

（繰延税金資産小計） 3,168,146

評価性引当額 △3,168,146

繰延税金資産合計 ― 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳
　(％)

　法定実効税率 40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.03

繰越欠損金の充当 △52.08

住民税等均等割 0.37

その他 1.03

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.37

 

 税引前当期純損失を計上しているため、記載をしており

ません。

 

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 　役員及び個人主要株主等　　　　

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
被所有割合
（％）

関係内容
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の兼
任等

事業上の
関係

役員及びそ

の近親者
西久保愼一

東京都

港区
―

当社代

表取締

役

（被所有）

直接　44.8
－ －

資金の借入 1,200,000
役員借

入金
―

利息の支払 2,461－ ―

 （注）役員借入につきましては、当社の資金の状況ならびに市場金利を勘案し借入条件を決定しております。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　　　（追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用してお

ります。

　なお、これによる該当事項ははありません。　　

 

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額    159円34銭

１株当たり当期純利益金額   44円14銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

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。

１株当たり純資産額    123円63銭

１株当たり当期純損失金額   △32円32銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益金額または当期純損失金額         

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 2,627,986 △2,040,328

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
2,627,986 △2,040,328

期中平均株式数（株） 59,540,214 63,129,241

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権８種類（新株予

約権の数16,410個）。これら

の概要は、「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。　

新株予約権８種類（新株予

約権の数20,789個）。これら

の概要は、「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。　
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（重要な後発事象）
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(新株予約権の発行について)

当社は平成20年６月24日開催の第12回定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づ

き、以下の要領により、当社の従業員に対しストックオプ

ションとして新株予約権を発行する新株予約権の募集事項

の決定を取締役会に委任することを決議いたしました。

その概略は以下のとおりであります。 

１　株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予

約権を引受ける者を募集する理由

　　ストックオプション制度の活用により、当社の従業員に

対し、当社業績向上に対する意欲や士気を高めることを

目的として新株予約権を無償で発行するものでありま

す。

２　株主総会決議による委任に基づき募集事項を決定する

ことができる新株予約権の数の上限

　　8,000個

３　新株予約権の払込金額

　　無償とする。（本件新株予約権につき金銭の払込みを要

しない。） 

４　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 

(新株予約権の発行について)

当社は平成21年６月23日開催の取締役会において、会社

法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、以下の

要領により、当社の従業員に対しストックオプションとし

て新株予約権を発行することを決議いたしました。

その概略は以下のとおりであります。 

 

１　株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予

約権を引受ける者を募集する理由

　　ストックオプション制度の活用により、当社の従業員に

対し、当社業績向上に対する意欲や士気を高めることを

目的として新株予約権を無償で発行するものでありま

す。 

２　新株予約権の総数

　　7,920個

３　新株予約権の払込金額

　　無償とする。（本件新株予約権につき金銭の払込みを要

しない。） 

４　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 

(2）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　　当社普通株式800,000株を上限とし、本新株予約権１個当

たりの新株予約権の目的となる株式の数は100株とする。

　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、当該時点で権利

行使し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、調整による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

 

(2）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　　当社普通株式792,000株とし、本新株予約権１個当たりの

新株予約権の目的となる株式の数は100株とする。

　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、当該時点で権利

行使し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、調整による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) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産

の価額は、以下に定める１株当たりの払込金額に新株予

約権１個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とす

る。

　１株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社

普通株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月

各日（取引が成立していない日を除く）における当社普

通株式の終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、１円未

満の端数は切上げる。

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産

の価額は、以下に定める１株当たりの払込金額に新株予

約権１個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とす

る。

　１株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社

普通株式普通取引の新株予約権割当日の属する月の前月

各日（取引が成立していない日を除く）における当社普

通株式の終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、１円未

満の端数は切上げる。
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　ただし、その金額が新株予約権割当日の前営業日の終値

（取引が成立しない場合は、それの直近日の終値）を下

回る場合は、その終値とする。

　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

ただし、その金額が新株予約権割当日の前営業日の終値

（取引が成立しない場合は、それの直近日の終値）を下

回る場合は、その終値とする。

　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

(4) 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

(4) 新株予約権の権利行使期間

　　平成23年７月８日～平成28年７月７日

(5) 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、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（4）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。

②新株予約権の質入その他の処分および相続はこれを

認めない。

(5) 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（4）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その他の条件については、本株主総会および取締役会

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。

  ③新株予約権の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」で定めるところによる。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本金の額および資本準備金に関する事項

　新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切上げる。

　残額は資本準備金に組入れるものとする。

　(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本金の額および資本準備金に関する事項

　新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切上げる。

　残額は資本準備金に組入れるものとする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要する。

 

　

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(8) 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。

(7) 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。
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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、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、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。

(9) 新株予約権のその他の内容

　新株予約権に関するその他の内容については、今後の募

集新株予約権発行の取締役会において、その他の募集事

項と併せて定めるものとする。

(8) 新株予約権のその他の内容

　新株予約権に関するその他の内容については、当該新株

予約権の割当日の前営業日までに決定するものとする。

 

 (平成20年６月から平成20年８月期間の運休便の発生につ

いて)

当社使用機材のうち、Boeing 737-800型機（B737型機）

を運航するための機長資格操縦士（機長要員）の編成に支

障が生じ、機長要員が一時的に不足することとなったため、

当社は平成20年６月３日から平成20年８月31日までの期間

の運航計画を変更することとし、平成20年６月２日、及び６

月10日に、「混雑飛行場運航計画変更認可申請書」を国土

交通省に提出し、運航計画変更の認可を受けました。　

これにより、平成20年６月３日から平成20年８月31日に

かけて、東京＝福岡線、東京＝神戸線、東京＝札幌線、東京＝

旭川線、東京＝那覇線、神戸＝那覇線の６路線について、合

計633便を運休することとしました。なお、今後の機長要員

の確保については、資格認定、資格審査、訓練状況等が着実

に進捗していることから、平成20年９月以降は計画通りの

運航ができる見通しであります。

当該運休便の発生による第13期（平成21年３月期）業績

への影響額は事業収益の減少1,200百万円、営業利益の減少

800百万円、経常利益の減少900百万円、当期純利益の減少

460百万円程度となる見込です。

 

（資本準備金の額の減少及び剰余金処分について） 

平成21年５月14日開催の取締役会及び平成21年６月23日

開催の定時株主総会において、次のとおり資本準備金の額

の減少及び剰余金処分について決議いたしました。

１　資本準備金の額の減少及び剰余金処分の目的

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を

減少し、その他資本剰余金に振り替え、この剰余金につきま

しては、欠損の補填のための処分を目的としております。

２　資本準備金の額の減少の要領（減少すべき資本準備金

の額）

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額

7,276,465,107円を3,365,839,257円減少し、減少額全額を

「その他資本剰余金」に振り替えることといたします。

３　剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記の効力が生じた後の

「その他資本剰余金」3,381,156,751円を繰越利益剰余金

に振り替え、欠損を補填いたします。

４　資本金及び資本準備金の額の減少の日程

　（1）取締役会決議日　　　　　平成21年５月14日

　（2）株主総会決議日　　　　　平成21年６月23日

　（3）効力発生日　　　　　　　平成21年６月23日
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

 有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略

しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償却累計額
又は償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残高
（千円）

有形固定資産                             

航空機材 3,641,2531,444,7152,029,5853,056,383 1,526,296607,643 1,530,086

建物 413,793152,46980,110486,152 217,10665,817 269,045

車両運搬具 1,210,449173,802145,3581,238,894 996,569232,113 242,324

器具備品 624,251243,00249,100818,153 467,192151,734 350,960

リース資産 － 482,400 － 482,400 10,720 10,720 471,680

建設仮勘定 416,839   2,079,0671,423,5921,072,314 － － 1,072,314

有形固定資産計 6,306,5884,575,4563,727,7477,154,297 3,217,8861,068,029 3,936,411

無形固定資産                             

商標権 5,545 － － 5,545 2,812 554 2,733

ソフトウェア 22,836 － － 22,836 11,623 4,134 11,212

電話加入権 11,145 － － 11,145 － － 11,145

無形固定資産計 39,527 － － 39,527 19,864 4,688 25,092

長期前払費用 510,28951,000304,966256,323 180,91265,991
（28,791）　

 75,410  

繰延資産                             

開発費 354,216 － － 354,216 283,37270,843 70,843

繰延資産計 354,216 － － 354,216 283,37270,843 70,843

　　（注）１.航空機材の当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

 　（増加）B737予備エンジン999,598千円。

 　（減少）B737予備エンジン２基の売却2,016,423千円ほか。

　　　　　２.建設仮勘定の当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

　　　　　　　（増加）B737型機フル・フライト・シミュレーター（模擬飛行装置）1,055,398千円、

　　　　　　　　 　　 B737型機予備エンジン購入代727,462千円ほか。　

　 　　　 　　（減少）B737予備エンジンを航空機材へ科目振替999,598千円。

     　　 ３.器具備品の当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

            　（増加）基幹サーバー２台112,090千円ほか。

　　　　　４.リース資産の当期増加額は次のとおりであります。 

 　　　　　　 （増加）本社事務所482,400千円。

　　　　　　５.長期前払費用の差引期末残高欄の（）書きは、1年以内の償却予定の長期前払費用につき、貸借対照表上流動の

部の「前払費用」に含めて表示した金額であり、内数であります。 

 

【社債明細表】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

有価証券報告書

71/80



【借入金等明細表】

　　

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 ― 16,670 8.8 ―

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) ― 460,490 8.8平成22年～35年

合計 ― 477,161 ― ―

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。　

　　　 ２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

 

区分
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円） 

リース債務 18,201 19,874 21,700 23,694

 

 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 59,249 2,853 － 30,641 31,460

定期整備引当金 2,535,9031,507,269550,4391,039,7342,452,998

返還整備引当金 1,611,8373,841,1473,052,337 － 2,400,647

　（注）１　貸倒引当金、定期整備引当金、返還整備引当金の計上理由及び算定方法につきましては、重要な会計方針に記載

しております。

２　貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収に伴う

戻入額等であります。

３　定期整備引当金の当期増加額欄の金額には為替差損額　86,680千円が含まれております。

４　定期整備引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、返還整備引当金への振替額であります。

５　返還整備引当金の当期増加額欄の金額には為替差損額　78,549千円が含まれております。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

(1）資産の部

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 86,683

 普通預金 2,980,450

預金の種類 別段預金 264

 計 2,980,714

合計 3,067,397

ロ　営業未収入金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

三菱ＵＦＪニコス㈱ 370,519

㈱イーコンテクスト 220,300

㈱ジェイティービー 215,520

㈱ジェーシービー 169,926

㈱エイチ・アイ・エス 183,764

その他 1,085,388

合計 2,245,419

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

──────
(Ａ) ＋ (Ｂ)

×100

(Ａ) ＋ (Ｄ)
──────

２
───────

(Ｂ)
──────

365

2,346,55044,432,62244,533,7532,245,419  95.20 18.86 

　※　消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ　貯蔵品
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相手先 金額（千円）

航空機部品 298,853

その他 6,030

合計 304,883

二　前払費用

相手先 金額（千円）

昭和シェル石油㈱ 272,361

出光興産㈱ 138,275

GECAS　Aircraft Leasing Norway AS. 91,233

㈱損害保険ジャパン　 48,471

日本空港ビルデング㈱ 47,584

その他 364,643

合計 962,569

ホ　敷金・保証金

区分 金額（千円）

航空機材リース保証金 1,577,862

空港施設敷金 222,858

本社・営業所敷金 32,034

その他 14,874

合計 1,847,628

ヘ　長期預け金

区分 金額（千円）

航空機整備預け金 4,824,014

合計 4,824,014

(2）負債の部

イ　営業未払金

相手先 金額（千円）

国土交通省航空局 818,625

国税局 243,926

㈱ジャルックス 85,951

㈱にしけい 45,663

EVERGREEN　AVIATION　TECHNOLOGIES　CORP. 30,671

その他 342,664

合計 1,567,502

ロ　前受旅客収入金

区分 金額（千円）

航空券予約前受金 1,243,393

合計 1,243,393
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（３）【その他】

　　　　当事業年度における四半期情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
第１四半期

自平成19年４月１日
至平成20年６月30日

第２四半期
自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

第３四半期
自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

第４四半期
自平成21年１月１日
至平成21年３月31日

 事業収益（千円） 9,992,331 12,244,269 9,822,291 10,257,890 

 税引前四半期純利益又は損失

(△)(千円)
△1,366,250 △700,396 △1,473,419 1,523,695 

 四半期純利益又は損失(△)(千

円)
△1,372,880 △706,177 △1,478,938 1,517,667 

 1株当たり四半期純利益又は損

失(△)(円)
△23.06  △11.86 △23.11 21.82 
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座） 

東京都中央区八重洲ニ丁目３番１号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座） 

大阪市中央区北浜四丁目５番33号

住友信託銀行株式会社

取次所 　　―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故やその

他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載ＵＲＬ

　http://www.skymark.jp　

株主に対する特典 該当事項はありません。

外国人等の株主名簿への記

載の制限

航空法第120条の２第１項の規定に基づき、当社定款には次の規定があります。

定款第11条（外国人等の株主名簿への記載又は記録の制限）

　当会社は、次の各号のいずれかに掲げる者からその氏名及び住所を株主

名簿に記載又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応

ずることにより、次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が、当会社の

議決権の３分の１以上を占めることとなるときは、その氏名及び住所を株

主名簿に記載又は記録することを拒むものとする。

１　日本の国籍を有しない人

２　外国政府またはその代表者

３　外国の法人または団体

（注）当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外権利を行

使することができない。

　（1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　（2）会社法第166条代１項の規定による請求をする権利

　（3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第12期）　（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月25日関東財務局長に提出。

(2) 四半期報告書及び確認書

　　（第13期第1四半期）（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）平成20年８月14日関東財務局長に提出。 

　　（第13期第2四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）平成20年11月14日関東財務局長に提出。 

　　（第13期第3四半期）（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）平成20年２月13日関東財務局長に提出。 

(2) 臨時報告書

　　平成20年７月２日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。

(3) 有価証券報告書の訂正報告書

　　平成20年10月24日関東財務局長に提出。

事業年度（第11期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。 

事業年度（第12期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。

(4) 有価証券届出書（参照方式）及びその添付書類

　平成20年11月5日関東財務局長に提出。

(5)　有価証券届出書の訂正報告書

　平成20年11月14日関東財務局長に提出。

　平成20年11月５日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。　 
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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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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月12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項の規定に基づく監査証明を行うため、「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19年４月１日から平成20年３月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

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財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スカイマーク

株式会社の平成20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事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、Boeing 737－800型機を運航するための機長資格操縦士の編成に支障が生じ、機

長要員が一時的に不足するため、平成20年６月３日から平成20年８月31日にかけて、合計633便を運休することとなった。

 

　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、監査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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

有価証券報告書

79/80



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成21年６月24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

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の
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財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スカイマーク
株式会社の平成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事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、スカイマーク株式会社の平成21年
３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を
作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
　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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、スカイマーク株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
　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、監査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(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。

２．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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