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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３四半期連結
累計期間

第72期
第３四半期連結
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
     9月30日

自  平成21年
     7月 1日
至  平成21年
     9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) 875,446 313,7861,106,333

経常利益又は　　　　　　経
常損失（△）

(千円) 52,801 21,504△ 991,206

四半期純利益又は　　　　　
　　　　当期純損失（△）

(千円) 28,691 12,282△ 3,553,245

純資産額 (千円) ― 12,773,17013,029,533

総資産額 (千円) ― 16,181,36916,649,585

１株当たり純資産額 (円) ― 67.42 68.81

１株当たり四半期純利
益金額又は１株当たり
当期純損失金額（△）

(円) 0.15 0.06 △ 18.77

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 78.9 78.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 190,437 ― △ 657,204

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 6,994 ― 176,202

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 283,444 ― △ 32,943

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 547,169 632,915

従業員数 (名) ― 55 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３四半期連結会計期間及び第72期第３四半期

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３四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３四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりです。

新規

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　
ラヤ・ハジャ社　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
(Layar Hajat Sdn.
 Bhd.)

マレーシア　　　　　　　
　　　　　　クアラルン
プール

馬リンギット　
　　　100

住宅等不動産
開発事業・　　
　　　　　　　　霊園
事業

 
100.0

当社の子会社を管理す
る持株会社でありま
す。

(注)　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年 9月30日現在

従業員数(名) 55  (31)

(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３四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 9月30日現在

従業員数(名) 37 (15)

(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３四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３四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3四半期連結会計期間

（自　平成21年7月 1日

　至　平成21年9月30日）

　 内訳 金額（千円）

宿泊事業

今井荘 143,371

南山荘 16,762

（計） 160,134

住宅等不動産開発事業

賃貸不動産 62,658

温泉給湯 6,057

（計） 68,716

証券投資事業 　 16,768

霊園事業 　 68,167

合計 313,786

(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３四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３四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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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３四半期連結会計期間（平成21年7月1日～平成21年9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３四半期連結会計期間の旅行業界は新型インフルエンザの懸念と天候不良の影響は大きく、旅行を控

える動きが広がり第２四半期連結会計期間と比べ国内旅行の業況判断指数が9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では313百

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7百万円、経常利益は21百万円、四半期純利益は12百万円と黒

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と天候不良の影響で、旅行を控える動きが広がり、

売上高は160百万円、営業利益は8百万円と減収減益となりました。

（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68百万円、営業利益は30百万円と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16百万円を計上

する事ができ、営業利益も同じく16百万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68百万円、営業利益は8百万円と増収減益となりました。

　

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寄与し、売上高は245百万円、営業利益は56

百万円と収益性は大きく改善し、小幅ながら減収、大幅な増益となりました。

（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68百万円、営業利益は8百万円と増収減益となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金の増加、投資有価証券の減少等により

第２四半期連結会計期間末に比べ737百万円減少の16,181百万となりました。

　負債合計は、未払金及び長期借入金の減少等により第２四半期連結会計期間末に比べ102百万円減少の

3,408百万となりました。

　純資産合計は、利益剰余金の減少等により第２四半期連結会計期間末に比べ634百万円減少の12,773百

万となり、自己資本比率は、78.9％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ230百

万円増加し、547百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業投資有価証券の減少、利息及び配当金の受取等により

208百万円の収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収等により25百万円の収入となりました。

(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、長期借入金の返済等により3百万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３四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３四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３四半期連結会計期間において、第２四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13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11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３四半期会計期間末現在　　　　　　　　　　　　　　（平成21年9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) 3,796

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) 3,796,000

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３四半期会計期間中、3名退職により新株予約権の数171個と株式の数171,000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３四半期会計期間末現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年9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7月1日～　　 　
平成21年9月30日

─ 189,467 ─ 10,314,848 ─ 4,004,974

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成21年6月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

　

① 【発行済株式】

　 　 　 　 平成21年9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。
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② 【自己株式等】

　 　 平成21年9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 　7月 　8月 　9月

最高(円) 27 23 30 43 39 45 41 38 35

最低(円) 22 18 18 26 32 35 33 33 28

(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、次のとおりでありま

す。

　

退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 ―
テレンス・タン・クーン・ピン
Terence Tan Koon Ping

平成21年8月20日
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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３四半期連結会計期間(平成21年7月1日

から平成21年9月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年1月1日から平成21年9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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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
 747,083

※2
 819,504

売掛金 32,032 34,592

有価証券 508,360 351,145

貯蔵品 11,376 11,030

開発事業等支出金 7,598,925 7,858,193

その他 166,758 78,338

貸倒引当金 △4,509 △5,509

流動資産合計 9,060,026 9,147,296

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 582,542

※1
 614,796

車両運搬具（純額） ※1
 8,055

※1
 7,890

工具、器具及び備品（純額） ※1
 18,206

※1
 18,918

土地 1,594,906 1,594,906

賃貸不動産（純額） ※1, ※2
 4,847,481

※1, ※2
 4,874,543

有形固定資産合計 7,051,192 7,111,055

無形固定資産

借地権 5,000 5,000

ソフトウエア 917 978

電話加入権 4,326 4,326

無形固定資産合計 10,244 10,304

投資その他の資産

投資有価証券 43,030 331,309

長期貸付金 － 24,162

その他 26,875 35,457

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 59,905 380,929

固定資産合計 7,121,342 7,502,289

資産合計 16,181,369 16,649,585
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 46,409 53,520

短期借入金 60,586 274,042

1年内返済予定の長期借入金 161,591 118,795

未払金 308,675 290,372

未払費用 34,574 31,570

未払法人税等 12,318 14,943

その他 155,122 106,912

流動負債合計 779,278 890,156

固定負債

長期借入金 2,575,119 2,664,261

退職給付引当金 2,440 2,270

長期預り保証金 30,877 46,810

その他 20,483 16,552

固定負債合計 2,628,920 2,729,895

負債合計 3,408,198 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 876,204 △2,065,801

自己株式 △11,807 △11,388

株主資本合計 15,184,209 15,276,659

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,339 △25,777

為替換算調整勘定 △2,425,128 △2,237,913

評価・換算差額等合計 △2,419,789 △2,263,690

新株予約権 8,750 －

少数株主持分 － 16,564

純資産合計 12,773,170 13,029,533

負債純資産合計 16,181,369 16,649,585
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 875,446

売上原価 615,173

売上総利益 260,272

販売費及び一般管理費 ※1
 260,564

営業損失（△） △291

営業外収益

受取利息 17,588

受取配当金 90,141

その他 4,173

営業外収益合計 111,903

営業外費用

支払利息 48,061

為替差損 8,992

持分法による投資損失 726

その他 1,030

営業外費用合計 58,811

経常利益 52,801

税金等調整前四半期純利益 52,801

法人税、住民税及び事業税 13,708

法人税等合計 13,708

少数株主利益 10,400

四半期純利益 28,691

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

四半期報告書

16/28



【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 313,786

売上原価 218,322

売上総利益 95,463

販売費及び一般管理費 ※1
 87,481

営業利益 7,982

営業外収益

受取利息 2,736

受取配当金 57,228

その他 3,829

営業外収益合計 63,794

営業外費用

支払利息 15,027

為替差損 34,093

持分法による投資損失 830

その他 320

営業外費用合計 50,272

経常利益 21,504

税金等調整前四半期純利益 21,504

法人税、住民税及び事業税 5,193

法人税等合計 5,193

少数株主利益 4,028

四半期純利益 12,282
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 52,801

減価償却費 69,189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 170

受取利息及び受取配当金 △107,730

支払利息 48,061

為替差損益（△は益） 8,992

持分法による投資損益（△は益） 726

売上債権の増減額（△は増加） 2,560

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 188,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,706

仕入債務の増減額（△は減少） △7,110

未払費用の増減額（△は減少） 3,003

その他の流動資産の増減額（△は増加） △88,140

その他の流動負債の増減額（△は減少） 44,840

その他の固定資産の増減額（△は増加） 8,581

その他の固定負債の増減額（△は減少） △36,203

その他 △635

小計 144,764

利息及び配当金の受取額 107,451

利息の支払額 △48,061

法人税等の支払額 △13,716

営業活動によるキャッシュ・フロー 190,437

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 △13,325

有形固定資産の取得による支出 △9,600

無形固定資産の取得による支出 △193

貸付金の回収による収入 30,113

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,994

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） △193,256

長期借入金の返済による支出 △89,141

自己株式の取得による支出 △432

自己株式の処分による収入 13

配当金の支払額 △628

財務活動によるキャッシュ・フロー △283,444

現金及び現金同等物に係る換算差額 267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,745

現金及び現金同等物の期首残高 632,915
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年９月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 547,169
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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３四半期連結会計期間(自　平成21年7月１日　至　平成21年9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３四半期連結累計期間
(自  平成21年1月1日  至  平成21年9月30日)

１  連結の範囲に関する事項の変更

（1）連結子会社となった会社の名称及び変更の理由

　 会社の名称 変更の理由 　

　 ラヤ・ハジャ社 当第３四半期連結会計期間から、重要性が増したため 　

　 　 　 　

（2）連結子会社から除外になった会社の名称及び変更の理由

　 会社の名称 変更の理由 　

　 センテナリー・デベロップメント社

第１四半期会計期間に、設立当初の目的であった業務が
終了したため

　

　 グローリー・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 　

　 　 　 　

（3）変更後の連結子会社の数

　 12社 　 　

２  持分法の適用に関する事項の変更

（1）持分法適用関連会社から除外になった会社の名称及び変更の理由

　 会社の名称 変更の理由 　

　
キャピタル・シティー・グループ社

第１四半期会計期間に、設立当初の目的であった業務が
終了したため 　

　 　 　 　

（2）変更後の持分法適用関連会社の数

　 2社 　 　

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年1月1日 至 平成21年9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。
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【注記事項】

　

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年9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 2,086,417千円 ※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 199,913千円 　　　現金及び預金 186,588千円

　　　賃貸不動産 4,847,481　 　　　賃貸不動産 4,874,543　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年9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 51,626千円

　 支払報酬 41,605　

　

第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間

（自　平成21年7月 1日

　至　平成21年9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 17,337千円

　 支払報酬 12,719　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年1月 1日

　至　平成21年9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 747,083千円

　 担保に供している定期預金 △ 199,913　

　 現金及び現金同等物 547,169　
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年9月30日)及び

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年1月1日  至  平成21年9月30日)

　

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 146,688

　

３  新株予約権等に関する事項

会社名
当第３四半期連結会計　　期
間末残高   (千円)

提出会社 8,750

　

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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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年7月1日  至  平成21年9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 160,13468,716 68,167 16,768313,786 ─ 313,786

営業利益 8,860 30,624 8,037 16,768 64,290(56,308)7,982

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年1月1日  至  平成21年9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 384,752207,950190,64592,096875,446 ─ 875,446

営業利益又は
営業損失(△)

△ 21,31986,494 15,946 92,096173,217(173,508)△ 291

(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３四半期連結会計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9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 245,61968,167313,786 ─ 313,786

営業利益 56,253 8,037 64,290(56,308)7,982

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年1月1日 至 平成21年9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 684,800190,645875,446 ─ 875,446

営業利益又は営業損失(△) 157,27115,946173,217(173,508)△ 291

(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３四半期連結会計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

　

　 マレーシア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 68,167 68,167

Ⅱ　連結売上高(千円) 313,786 313,786

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 21.7 21.7

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年1月1日 至 平成21年9月30日)

　

　 マレーシア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 190,645 190,645

Ⅱ　連結売上高(千円) 875,446 875,446

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。

　

(有価証券関係)

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

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

ん。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年7月１日　至　平成21年9月30日)

　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　　　5,250千円

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末

(平成21年9月30日)
前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

　 　

　 67.42　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３四半期連結会計期間末 

(平成21年9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) 12,773,170 13,029,533

普通株式に係る純資産額(千円) 12,764,420 13,012,969

差額の主な内訳(千円) 　 　

　新株予約権 8,750 ─

　少数株主持分 ─ 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) 146 132

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)

189,320 189,335

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年1月１日
至　平成21年9月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年7月１日
至　平成21年9月30日)

１株当たり四半期純利益 0.15円 １株当たり四半期純利益 0.06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３四半期連結累計期間 
(自　平成21年1月１日 
至　平成21年9月30日)

当第３四半期連結会計期間 
(自　平成21年7月１日 
至　平成21年9月30日)

四半期連結損益計算書上
の四半期純利益

（千円） 28,691 12,282

普通株主に係る　　　　　　四
半期純利益

（千円） 28,691 12,282

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） 189,326 189,321

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。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(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。

　

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11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３四半期連結会計期間(平成

21年7月1日から平成21年9月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年1月1日から平成21年9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9

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営

成績並びに第３四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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