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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第72期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第73期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間

第72期

会計期間

自　平成21年
　　1月　1日
至　平成21年
　3月 31日

自　平成22年 
　　1月　1日 
至　平成22年 
　3月 31日

自　平成21年
　　1月　1日
至　平成21年
　 12月31日

売上高 (千円) 283,903 284,471 1,142,770

経常損失（△） (千円) △ 33,681 △ 45,460 △ 2,376

四半期(当期)純損失（△） (千円) △ 43,119 △ 49,317 △ 25,023

純資産額 (千円) 13,205,96313,397,10712,988,871

総資産額 (千円) 16,627,68516,669,10216,362,544

１株当たり純資産額 (円) 69.75 70.65 68.52

１株当たり四半期(当期)　
純損失（△）

(円) △ 0.23 △ 0.26 △ 0.13

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 79.4 80.2 79.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 18,519 21,063 18,894

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 15,773 6,079 105,023

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 243,666△ 126,693△ 251,322

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 381,994 409,256 506,093

従業員数 (名) 58 54 56

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

おりません。

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。

３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、希薄

化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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２ 【事業の内容】

 当第1四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四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22年3月31日現在

従業員数(名)
54
(16)

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

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

　

(2) 提出会社の状況

平成22年3月31日現在

従業員数(名)
36
(16)

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

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

　

　

　

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

四半期報告書

 3/24



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産及び受注実績

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

省略しております。
　
(2) 販売実績

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

あります。

事業の種類別セグメントの名称
金額（千円） 前年同四半期比（％）

　 内訳

宿泊事業

今井荘 116,857 △13.1

南山荘 14,560 △16.0

（計） 131,418 △13.4

住宅等不動産開発事業

賃貸不動産 68,124 4.4

温泉給湯 4,003 4.3

（計） 72,128 4.4

霊園事業 　 80,925 28.5

証券投資事業 　 ─ ─

合計 284,471 0.2

(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1四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

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

判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の緩やかな増加により景気の持ち直しの

動きが見られるものの、依然として設備投資や雇用情勢は厳しく、景気は先行き不透明な状況で推移しまし

た。

当社主体事業である宿泊事業は、個人消費が低迷した状況が続き厳しい環境にありました。

この結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は売上高では284百万円（前年同四半期比0.2%増）とな

り、営業損失が42百万円（前年同四半期は営業損失35百万円）、経常損失は45百万円（前年同四半期は経常

損失33百万円）、四半期純損失は49百万円（前年同四半期は四半期純損失43百万円）となりました。

　

①　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（宿泊事業）

宿泊事業部門におきましては、個人消費の低迷及び伊豆地区における宿泊需要の減少の影響で、売上

高は131百万円（前年同四半期比13.4%減）となりました。また、利益面では引き続き採算改善に力を注

ぎましたが、営業損失は11百万円（前年同四半期は営業利益10百万円）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、厳しい賃貸環境が続きましたが、売上高は72百万円（前

年同四半期比4.4%増）となり、営業利益は39百万円（前年同四半期比31.3%増）と増収増益となりまし

た。

（証券投資事業）

証券投資事業部門におきましては、前年同四半期比26百万円改善したものの、営業損失は1百万円と

なりました。

（霊園事業）

霊園事業部門におきましては、現地マレーシアの景気回復過程にあり、売上高は80百万円（前年同四

半期比28.5%増）と堅調に推移しましたが、営業損失は2百万円（前年同四半期は営業利益11百万円）

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）

日本国内の売上高は203百万円と僅かながら減収となりました。

　利益面では、証券投資事業における損失が大幅に減少し、営業利益が25百万円となりました。

（マレーシア）

マレーシアでは霊園事業を行っております。

　売上高は80百万円、営業損失は2百万円と増収減益となりました。

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

四半期報告書

 5/24



(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における資産は、現金及び預金の減少及び開発事業等支出金の増加等に

より前連結会計年度末比306百万円増加の16,669百万円となりました。

負債は、短期借入金の減少等により前連結会計年度末比101百万円減少の3,271百万円となりました。

この結果、当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末比408百万円増加の

13,397百万円となり、自己資本比率は、80.2%となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比96百万円減

少の409百万円となりました。

(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損失、営業投資有価証券の減少等により

21百万円の収入（前年同四半期比13.7%増）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、投資有価証券の売却等により6百万円の収入（前年同四半期は

15百万円の支出）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額、長期借入金の返済等により126百万円の

支出（前年同四半期は243百万円の支出）となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

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

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

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

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,200,000,000

計 1,200,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計間末
現在発行数(株)
(平成22年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年5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22年5月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。
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  (2) 【新株予約権等の状況】

①平成13年度改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプショ

ン）は、次のとおりであります。

　

株主総会の特別決議日（平成17年３月30日）

　
第1四半期会計期間末現在
(平成22年3月31日)

新株予約権の数(個) 2,962

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) 2,962,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 144

新株予約権の行使期間 平成17年5月1日～平成22年4月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　144
資本組入額　 72

新株予約権の行使の条件

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

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

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

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

（ⅱ）当社または当社子会社等の従業員が会社都合によ
り転籍した場合。

（ⅲ）当社または当社子会社等の従業員が停年退職した
場合。

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

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

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

による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）は、次のと

おりであります。

　

株主総会の特別決議日（平成21年３月27日）

　
第1四半期会計期間末現在 
(平成22年3月31日)

新株予約権の数(個) 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

新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,000,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 38

新株予約権の行使期間 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　　 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。

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

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

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

による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年1月1日～
　平成22年3月31日

─ 189,467 ─ 10,314,848 ─ 4,004,974

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の内容が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成21年12月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式  147,000
― ―

完全議決権株式(その他)(注)１
普通株式

188,762,000
188,762 ―

単元未満株式　　　　　(注)２ 普通株式  558,686 ― 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) １　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株（議決権15個）含まれておりま

す。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式362株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

東海観光株式会社 東京都港区高輪二丁目16番45号 147,000 ― 147,000 0.08

計 ― 147,000 ― 147,000 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22年
 1月 　2月 　3月

最高(円) 28 28 34

最低(円) 25 24 25

(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、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び

当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸

表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、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月

１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年

１月１日から平成22年３月31日まで)及び当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＫＤＡ監査法人による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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 609,172 706,008

売掛金 34,119 28,462

有価証券 486,589 540,021

貯蔵品 9,240 13,648

開発事業等支出金 8,300,007 7,837,271

その他 167,482 146,977

貸倒引当金 △2,617 △2,619

流動資産合計 9,603,993 9,269,768

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 561,180

※1
 571,483

車両運搬具（純額） ※1
 6,661

※1
 6,983

工具、器具及び備品（純額） ※1
 19,700

※1
 19,712

土地 1,594,906 1,594,906

賃貸不動産（純額） ※1
 4,828,118

※1
 4,837,963

有形固定資産合計 7,010,566 7,031,048

無形固定資産

借地権 5,000 5,000

ソフトウエア 470 544

電話加入権 4,326 4,326

無形固定資産合計 9,797 9,871

投資その他の資産

投資有価証券 30,769 37,490

その他 23,975 24,365

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 44,744 51,856

固定資産合計 7,065,108 7,092,775

資産合計 16,669,102 16,362,544
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 87,745 76,902

短期借入金 69,020 161,990

1年内返済予定の長期借入金 118,963 118,843

未払金 275,572 260,783

未払費用 37,061 34,606

未払法人税等 12,071 16,058

その他 104,236 106,754

流動負債合計 704,670 775,938

固定負債

長期借入金 2,515,979 2,545,533

退職給付引当金 2,556 2,497

長期預り保証金 29,674 30,275

その他 19,113 19,427

固定負債合計 2,567,324 2,597,734

負債合計 3,271,994 3,373,672

純資産の部

株主資本

資本金 10,314,848 10,314,848

資本剰余金 4,004,974 4,004,974

利益剰余金 893,874 943,192

自己株式 △11,868 △11,822

株主資本合計 15,201,828 15,251,192

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,598 4,777

為替換算調整勘定 △1,830,803 △2,282,723

評価・換算差額等合計 △1,826,205 △2,277,945

新株予約権 21,484 15,625

純資産合計 13,397,107 12,988,871

負債純資産合計 16,669,102 16,362,544
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 283,903 284,471

売上原価 236,502 237,211

売上総利益 47,400 47,260

販売費及び一般管理費 ※1
 83,107

※1
 90,214

営業損失（△） △35,707 △42,953

営業外収益

受取利息 10,400 11

為替差益 9,923 9,704

その他 347 160

営業外収益合計 20,671 9,876

営業外費用

支払利息 18,188 11,943

持分法による投資損失 320 324

その他 136 114

営業外費用合計 18,645 12,383

経常損失（△） △33,681 △45,460

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,745

貸倒引当金戻入額 － 100

特別利益合計 － 1,846

特別損失

固定資産除却損 － 19

特別損失合計 － 19

税金等調整前四半期純損失（△） △33,681 △43,634

法人税、住民税及び事業税 5,307 5,683

法人税等合計 5,307 5,683

少数株主利益 4,130 －

四半期純損失（△） △43,119 △49,317
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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)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △33,681 △43,634

減価償却費 22,592 23,045

貸倒引当金の増減額（△は減少） △596 △141

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56 59

受取利息及び受取配当金 △10,400 △18

支払利息 18,188 11,943

為替差損益（△は益） △22,629 －

持分法による投資損益（△は益） 320 324

売上債権の増減額（△は増加） △7,841 △5,377

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 67,951 53,431

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △1,745

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,589 4,407

開発事業支出金の増減額（△は増加） － 15,852

預り保証金の増減額（△は減少） － △1,010

仕入債務の増減額（△は減少） △1,551 6,297

未払費用の増減額（△は減少） － 2,455

その他の流動資産の増減額（△は増加） △33,612 △13,562

その他の流動負債の増減額（△は減少） 30,977 △17,381

その他の固定資産の増減額（△は増加） 2,575 19

その他の固定負債の増減額（△は減少） △2,440 －

その他 △7,183 6,250

小計 32,313 41,216

利息及び配当金の受取額 9,702 18

利息の支払額 △18,188 △12,335

法人税等の支払額 △5,307 △7,836

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,519 21,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △12,511 △1

有形固定資産の取得による支出 △3,154 △1,759

無形固定資産の取得による支出 △107 －

投資有価証券の売却による収入 － 7,840

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,773 6,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △213,628 △96,767

長期借入金の返済による支出 △29,689 △29,734

自己株式の取得による支出 △131 △45

自己株式の処分による収入 13 －

配当金の支払額 △231 △145

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,666 △126,693

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,001 2,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,921 △96,836

現金及び現金同等物の期首残高 632,915 506,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 381,994

※1
 409,256
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年1月1日　至　平成22年3月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年1月1日　至　平成22年3月31日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　

　

当第1四半期連結会計期間

（自　平成22年1月 1日

　至　平成22年3月31日）

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

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年1月1日　至　平成22年3月31日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成22年3月31日)
前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,134,904千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,111,528千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間

（自　平成21年1月 1日 （自　平成22年1月 1日

　至　平成21年3月31日） 至　平成22年3月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　 給料及び手当 17,142千円 　 給料及び手当 19,745千円

　 支払報酬 16,630　 　 支払報酬 15,571　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間

（自　平成21年1月 1日 （自　平成22年1月 1日

　至　平成21年3月31日） 至　平成22年3月31日）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　 現金及び預金勘定 581,094千円 　 現金及び預金勘定 609,172千円

　 担保に供している定期預金 △199,100　 　 担保に供している定期預金 △199,915　

　 現金及び現金同等物 381,994　 　 現金及び現金同等物 409,256　
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年3月31日）及び

当第１四半期連結累計期間　（自　平成22年1月1日　至　平成22年3月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 189,467,686

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 149,164

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名
当第１四半期連結会計
期間末残高（千円）

提出会社 21,484

　

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

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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

　

　
宿泊事業
(千円)

住宅等不動産
開発事業
(千円)

霊園事業
(千円)

証券投資事業
(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

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

営業利益又は
営業損失(△)

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

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 宿泊事業 ………………………リゾートホテル・旅館の経営

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

(3) 霊園事業 ………………………霊園の開発及び経営

(4) 証券投資事業 …………………金融商品による運用

　

当第1四半期連結累計期間(自　平成22年1月１日　至　平成22年3月31日)

　

　
宿泊事業
(千円)

住宅等不動産
開発事業
(千円)

霊園事業
(千円)

証券投資事業
(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 131,41872,128 80,925 ─ 284,471 ─ 284,471

営業利益又は
営業損失(△)

△ 11,88639,346△ 2,844△ 1,569 23,046(65,999)△ 42,953

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 宿泊事業 ………………………リゾートホテル・旅館の経営

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

(3) 霊園事業 ………………………霊園の開発及び経営

(4) 証券投資事業 …………………金融商品による運用

　

【所在地別セグメント情報】

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

　

　
日本
(千円)

マレーシア
(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 220,90962,993283,903 ─ 283,903

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

(注) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　

当第1四半期連結累計期間(自　平成22年1月１日　至　平成22年3月31日)

　

　
日本
(千円)

マレーシア
(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 203,54680,925284,471 ─ 284,471

営業利益又は営業損失(△) 25,890△ 2,844 23,046(65,999)△ 42,953

(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】

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

　

　 マレーシア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 62,993 62,993

Ⅱ　連結売上高(千円) 283,903 283,903

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 22.2 22.2

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

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

　

当第1四半期連結累計期間(自　平成22年1月１日　至　平成22年3月31日)

　

　 マレーシア 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 80,925 80,925

Ⅱ　連結売上高(千円) 284,471 284,471

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 28.4 28.4

(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１四半期連結会計期間(自　平成22年1月１日　至　平成22年3月31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　　　5,859千円
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成22年3月31日)
前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 70.65円
　

１株当たり純資産額 68.52円
　

　
　(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年3月31日)
前連結会計年度末 
(平成21年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 13,397,107 12,988,871

普通株式に係る純資産額(千円) 13,375,623 12,973,246

差額の主な内訳(千円) 　 　

　新株予約権 21,484 15,625

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) 149 147

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)

189,318 189,320

　

２ １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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

当第１四半期連結累計期間 
(自　平成22年1月１日 
至　平成22年3月31日)

１株当たり四半期純損失（△） △ 0.23円 １株当たり四半期純損失（△） △ 0.26円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

　
　(注)　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益算定上の基礎

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年1月１日
至　平成22年3月31日)

四半期連結損益計算書上の　
四半期純損失（△）

（千円） △ 43,119 △ 49,317

普通株主に係る　　　　　　四半
期純損失（△）

（千円） △ 43,119 △ 49,317

普通株主に帰属しない金額 （千円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数 （千株） 189,332 189,319

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

─ ─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年5月14日

　東海観光株式会社

　取締役会　御中

　

ＫＤＡ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐佐木　敬昌　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　園田　　光基　　印
　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東海

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

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

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

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。

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

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

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

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

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

　

以　上

　
 

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

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年5月14日

　東海観光株式会社

　取締役会　御中

　

ＫＤＡ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　関本　　　享　　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22年1月1日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成

22年1月1日から平成22年3月31日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成22年1月1日から平成22年3月31日

まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

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

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東海観光株式会社及び連結子会社の平成22年3

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

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

　

以　上

　
 

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

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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