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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2四半期連結
累計期間

第72期
第2四半期連結
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
　6月 30日

自　平成21年
　　4月　1日
至　平成21年
　6月 30日

自　平成20年
　　1月　1日
至　平成20年
　 12月31日

売上高 (千円) 561,659 277,7561,106,333

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 31,297 64,978△ 991,206

四半期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) 16,409 59,528△ 3,553,245

純資産額 (千円) ─ 13,407,71113,029,533

総資産額 (千円) ─ 16,918,88616,649,585

１株当たり純資産額 (円) ─ 70.82 68.81

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり当期純損失
（△）

(円) 0.09 0.31 △ 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 (％) ─ 79.1 78.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 18,261 ─ △ 657,204

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 18,597 ─ 176,202

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 279,842 ─ △ 32,943

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 317,108 632,915

従業員数 (名) ─ 53 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、第71期は１株当たり当期純損失であり、かつ、希薄

化効果を有している潜在株式が存在しないため、また、第72期第2四半期連結会計期間及び第72期第2四半期連

結累計期間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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２ 【事業の内容】

当第２四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ありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年6月30日現在

従業員数(名)
 

53　(17)

(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２四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6月30日現在

従業員数(名)
 

36　(17)

(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２四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２四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2四半期連結会計期間

（自　平成21年4月 1日

　至　平成21年6月30日）

　 内訳 金額（千円）

宿泊事業

今井荘 58,584

南山荘 14,206

（計） 72,790

住宅等不動産開発事業

賃貸不動産 66,490

温泉給湯 3,662

（計） 70,153

証券投資事業 　 75,328

霊園事業 　 59,484

合計 277,756

(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 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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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４ 【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が判断したものでありま

す。

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日）におけるわが国の経済は、世界的な金

融不安による景気の急激な悪化と株式市場には底打ちの兆しが見えてきたものの、設備投資の抑制や雇用

・所得情勢の悪化を受け個人消費が停滞するなど、先行きは依然不透明な状況となっております。 

　当第２四半期会計期間の旅行業界は新型インフルエンザの懸念から旅行を控える動きが広がった影響で

第１四半期会計期間と比べ国内旅行の業況判断指数が6ポイント悪化しました。 

　このような経済状況のもとで、当社グループの経営成績は、株式市況の持ち直し等により売上高は277百万

円となりました。 

　利益面では、収益性の向上により、営業利益は27百万円、経常利益は64百万円、四半期純利益は59百万円と

なり黒字転換を遂げました。 

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、新型インフルエンザの影響で、売上高は72百万円となりました。また、利

益面では前期より引き続き収益性向上に力を注ぎ、営業損失は40百万円と減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70百万円、営業利益は25百万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、国際的証券市況の持ち直しにより好転し、売上高は75百万円を計上

する事ができ、営業利益も同じく75百万円と黒字転換を遂げました。

（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59百万円となりました。利益面では収益性の向上により、営業損失は3百万円と大きく

改善し、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）

日本国内の事業におきましては、証券投資事業の黒字転換が大きく寄与し、売上高は218百万円、営業利

益は88百万円と収益性は大きく改善し、増収増益となりました。

（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59百万円、営業損失は3百万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２四半期連結会計期間末における資産合計は、有価証券の増加等により第１四半期連結会計期間

末に比べ291百万円増加の16,918百万となりました。

　負債合計は、未払金の増加等により第１四半期連結会計期間末に比べ89百万円増加の3,511百万となり

ました。

　純資産合計は、利益剰余金の増加等により第１四半期連結会計期間末に比べ201百万円増加の13,407百

万となり、自己資本比率は、79.1％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末に比べ64百

万円減少し、317百万円となりました。

　当第２四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、税金等調整前四半期純利益、営業投資有価証券の増加等によ

り36百万円の支出となりました。

(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、有形固定資産の取得による支出等により2百万円の支出とな

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、長期借入金の返済による支出等により36百万円の支出とな

りました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四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２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間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２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年8月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 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8月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。
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  (2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第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。

　

区分

第２四半期会計期間末現在　　　　　　　　　　　　　　（平成21年6月
30日）

平成17年3月30日　株主総会の特別決議

新株予約権の数(個) 3,967

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) 3,967,000

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 ―

（注）　当第２四半期会計期間中、１名退職により新株予約権の数２個と株式の数2,000株が失権しております。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

区分

第２四半期会計期間末現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年6月30日）

平成19年3月29日株主総会の特別決議 平成21年3月27日株主総会の特別決議

新株予約権の数(個) 500 5,000

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 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 500,000 5,000,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 105 38

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日平成21年5月1日～平成26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

発行価格　　 38
資本組入額　 19

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。

 

同左

② 新株予約権の質入、その他処分は
認めない。 
 

同左

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。 
 

③ その他の条件については、当社第71
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。

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、4年を4分の1（1年）に分割した
行使期間1期間を通じて、4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。

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

― ―
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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
(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4月1日～　　 　
平成21年6月30日

─ 189,467 ─ 10,314,848 ─ 4,004,974

　

(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年6月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ファー・イースト・グローバル・アジ

ア・リミテッド

3rd Floor, One Capital Place, Shedden
Road, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, British West Indies110,683 58.41

（常任代理人　東海観光株式会社） （東京都港区高輪二丁目１６番４５号） 　 　

ソシエテ ジェネラル バンクアンドト

ラストシンガポール カストメイン ア

カウント スクリプレス

One Raffles Quay 35-01 North Tower,
Singapore 048583

5,876 3.10
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） （東京都中央区日本橋三丁目１１番１号） 　 　

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社　（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海一丁目８番１１号 3,357 1.77

有　地　壽　雄 兵庫県神戸市 1,636 0.86

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番１０号 1,566 0.82

川　崎　充　計 京都府綴喜郡 1,242 0.65

若　土　征　男 富山県富山市 1,000 0.52

シービーホンコン ケージーアイ アジ

ア リミテッド-セグレゲイテッド アカ

ウント

27/F Asia Pacific Finance Tower Citibank
Plaza 3 Garden Road Hong Kong

800 0.42
（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） （東京都品川区東品川二丁目３番１４号） 　 　

八　木　寛 北海道余市郡 800 0.42

シービーエヌワイ デイエフエイ イン

ベストメントトラストカンパニー ジャ

パン スモールカンパニーシリーズ

1299 Ocean Avenue, 11F ,Santa Monica, Ca
90401 USA

505 0.26
（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） （東京都品川区東品川二丁目３番１４号） 　 　

計 ― 127,465 67.27

(注)　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　　　　　3,357千株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 　 平成21年6月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 145,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 188,762,000 188,762 ―

単元未満株式 普通株式 560,686 ― 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 ― 188,762 ―

(注)　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式382株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

東海観光株式会社 東京都港区高輪二丁目16番45号 145,000 ― 145,000 0.08

計 ― 145,000 ― 145,000 0.08

(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 ４月 ５月 ６月

最高(円) 27 23 30 43 39 45

最低(円) 22 18 18 26 32 35

(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、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)より、「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２四半期連結会計期間(平成21年　4月1

日から平成21年6月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年1月1日から平成21年6月30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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 ※2
 516,211

※2
 819,504

売掛金 24,376 34,592

有価証券 566,901 351,145

貯蔵品 10,153 11,030

開発事業等支出金 8,173,993 7,858,193

その他 161,275 78,338

貸倒引当金 △4,965 △5,509

流動資産合計 9,447,945 9,147,296

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 594,632

※1
 614,796

車両運搬具（純額） ※1
 6,796

※1
 7,890

工具、器具及び備品（純額） ※1
 18,587

※1
 18,918

土地 1,594,906 1,594,906

賃貸不動産（純額） ※1, ※2
 4,856,561

※1, ※2
 4,874,543

有形固定資産合計 7,071,484 7,111,055

無形固定資産

借地権 5,000 5,000

ソフトウエア 910 978

電話加入権 4,326 4,326

無形固定資産合計 10,236 10,304

投資その他の資産

投資有価証券 370,287 331,309

長期貸付金 － 24,162

その他 28,931 35,457

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 389,219 380,929

固定資産合計 7,470,941 7,502,289

資産合計 16,918,886 16,649,585
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 49,770 53,520

短期借入金 76,734 274,042

1年内返済予定の長期借入金 118,872 118,795

未払金 388,629 290,372

未払費用 32,588 31,570

未払法人税等 24,968 14,943

その他 159,289 106,912

流動負債合計 850,852 890,156

固定負債

長期借入金 2,605,075 2,664,261

退職給付引当金 2,384 2,270

長期預り保証金 31,478 46,810

その他 21,384 16,552

固定負債合計 2,660,322 2,729,895

負債合計 3,511,174 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 981,913 △2,065,801

自己株式 △11,762 △11,388

株主資本合計 15,289,962 15,276,659

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,767 △25,777

為替換算調整勘定 △1,914,220 △2,237,913

評価・換算差額等合計 △1,906,452 △2,263,690

新株予約権 3,500 －

少数株主持分 20,701 16,564

純資産合計 13,407,711 13,029,533

負債純資産合計 16,918,886 16,649,585
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 561,659

売上原価 396,850

売上総利益 164,809

販売費及び一般管理費 ※1
 173,082

営業損失（△） △8,273

営業外収益

受取利息 14,852

受取配当金 32,912

為替差益 25,101

持分法による投資利益 104

その他 343

営業外収益合計 73,315

営業外費用

支払利息 33,034

その他 710

営業外費用合計 33,744

経常利益 31,297

税金等調整前四半期純利益 31,297

法人税、住民税及び事業税 8,515

法人税等合計 8,515

少数株主利益 6,372

四半期純利益 16,409

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

四半期報告書

16/27



【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 277,756

売上原価 160,347

売上総利益 117,408

販売費及び一般管理費 ※1
 89,975

営業利益 27,433

営業外収益

受取利息 4,451

受取配当金 32,912

為替差益 15,177

持分法による投資利益 421

営業外収益合計 52,963

営業外費用

支払利息 14,845

その他 573

営業外費用合計 15,419

経常利益 64,978

税金等調整前四半期純利益 64,978

法人税、住民税及び事業税 3,208

法人税等合計 3,208

少数株主利益 2,241

四半期純利益 59,528
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 31,297

減価償却費 46,462

貸倒引当金の増減額（△は減少） △543

退職給付引当金の増減額（△は減少） 113

受取利息及び受取配当金 △47,765

支払利息 33,034

為替差損益（△は益） △25,101

持分法による投資損益（△は益） △104

売上債権の増減額（△は増加） 10,215

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △196,573

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,770

仕入債務の増減額（△は減少） △3,749

未払費用の増減額（△は減少） 1,017

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19,699

その他の流動負債の増減額（△は減少） 157,456

その他の固定資産の増減額（△は増加） 6,525

その他の固定負債の増減額（△は減少） 9,226

その他 △2,083

小計 8,498

利息及び配当金の受取額 14,789

利息の支払額 △33,034

法人税等の支払額 △8,515

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,261

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 △12,513

有形固定資産の取得による支出 △5,975

無形固定資産の取得による支出 △108

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,597

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） △219,828

長期借入金の返済による支出 △59,186

自己株式の取得による支出 △387

自己株式の処分による収入 13

配当金の支払額 △454

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,842

現金及び現金同等物に係る換算差額 894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315,806

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
 317,108
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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２四半期連結会計期間(自　平成21年4月1日　至　平成21年6月30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２四半期連結累計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年6月30日）

１　連結の範囲の変更 (1)連結範囲の変更
　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
　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

　

【簡便な会計処理】

　

　

当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年6月30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。

　

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

四半期報告書

19/27



【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末

(平成21年6月30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 2,064,134千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,017,734千円

※２　担保資産 　 　 ※２　担保資産 　 　

　担保に供されている資産について、事業の運営におい
て重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比
べて著しい変動が認められるもの 　

　 　

　　　現金及び預金 199,102千円 　　　現金及び預金 186,588千円

　　　賃貸不動産 4,856,561　 　　　賃貸不動産 4,874,543　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年6月30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 34,288千円

　 支払報酬 28,886　

　
当第２四半期連結会計期間

（自　平成21年4月 1日

　至　平成21年6月30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 17,145千円

　 支払報酬 12,255　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年6月30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 516,211千円

　 担保に供している定期預金 △ 199,102　

　 現金及び現金同等物 317,108　
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年6月30日）及び

当第２四半期連結累計期間　（自　平成21年1月1日　至　平成21年6月30日）

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 145,382

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名
　当第２四半期連結会計　期

間末残高 (千円)

提出会社 3,500

　

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はありませ

ん。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年4月１日　至　平成21年6月30日)

　

１　費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　3,500千円

　

２　付与したストック・オプションの内容

会社名 提出会社

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役　１名

株式の種類別ストック・オプション付与数(株) 普通株式　5,000,000株

付与日 平成21年4月17日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成21年5月1日～平成26年4月30日

権利行使価格(円) 38

付与日における公正な評価単価(円) 21
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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２四半期連結会計期間(自　平成21年4月１日　至　平成21年6月30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 72,790 70,153 59,484 75,328277,756 ─ 277,756

営業利益又は
営業損失(△)

△ 40,41925,911△ 3,695103,40385,199(57,765)27,433

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年1月１日　至　平成21年6月30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 224,618139,233122,47875,328561,659 ─ 561,659

営業利益又は
営業損失(△)

△ 30,18055,869 7,908 75,328108,926(117,200)△ 8,273

　
(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　各区分の主な事業内容

(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 ………住宅・店舗・駐車場・土地等不動産の賃貸及び開発

(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２四半期連結会計期間(自　平成21年4月１日　至　平成21年6月30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 218,27159,484277,756 ─ 277,756

営業利益又は営業損失(△) 88,895△ 3,695 85,199(57,765)27,433

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年1月１日　至　平成21年6月30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 439,180122,478561,659 ─ 561,659

営業利益又は営業損失(△) 101,017 7,908 108,926(117,200)△ 8,273

(注) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
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【海外売上高】

　

   当第２四半期連結会計期間(自　平成21年4月１日　至　平成21年6月30日)

　 マレーシア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 59,484 59,484

Ⅱ　連結売上高(千円) 277,756 277,756

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 21.4 21.4

  

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年1月１日　至　平成21年6月30日)

　 マレーシア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 122,478 122,478

Ⅱ　連結売上高(千円) 561,659 561,659

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 21.8 21.8

(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２四半期連結会計期間末
(平成21年6月30日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

　
　 　

70.82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２四半期連結会計期間末 

(平成21年6月30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) 13,407,711 13,029,533

普通株式に係る純資産額(千円) 13,383,509 13,012,969

差額の主な内訳(千円) 　 　

　新株予約権 3,500 ─

　少数株主持分 20,701 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) 145 132

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)

189,322 189,335

　

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年1月１日
至　平成21年6月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年4月１日
至　平成21年6月30日)

１株当たり四半期純利益 0.09円 １株当たり四半期純利益 0.31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、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。

 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、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株当たり四半期純利益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２四半期連結累計期間
(自　平成21年1月１日
至　平成21年6月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年4月１日
至　平成21年6月30日)

四半期連結損益計算書上
の四半期純利益

（千円） 16,409 59,528

普通株主に係る　　　　　　四
半期純利益

（千円） 16,409 59,528

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） 189,328 189,325

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 ─

平成21年ストック・オプション

潜在株式の種類 ： 新株予約権

潜在株式の数　 ：  5,000千株

　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。

　

(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8月13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２四半期連結会計期間(平成

21年4月1日から平成21年6月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年1月1日から平成21年6月30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6

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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