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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73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73期
第２四半期
連結会計期間

第72期

会計期間

自  平成21年
    １月１日
至  平成21年
    ６月30日

自  平成22年
    １月１日
至  平成22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22年
    ４月１日
至  平成22年
    ６月30日

自  平成21年
    １月１日
至  平成21年
    12月31日

売上高 (千円) 561,659 525,078 277,756 240,6061,142,770

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) 31,297△150,725 64,978△105,365 △2,376

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失（△）

(千円) 16,409△161,171 59,528△111,853△25,023

純資産額 (千円) ― ― 13,407,71112,910,94312,988,871

総資産額 (千円) ― ― 16,918,88616,171,67516,362,544

１株当たり純資産額 (円) ― ― 70.82 68.02 68.52

１株当たり四半期
純利益金額又は
四半期(当期)純損失金
額（△）

(円) 0.09 △0.85 0.31 △0.59 △0.13

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 (％) ― ― 79.1　 79.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △18,261 3,504 ― ― 18,894

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △18,597 5,522 ― ― 105,023

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △279,842△148,505 ― ― △251,322

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 317,108 366,818 506,093

従業員数 (名) ― ― 53 52 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)純利益金額については、第72期、第73期第２四半期連結累計期間及び

第73期第２四半期連結会計期間は１株当たり四半期（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２四半期連結累計期間及び第72期第２四半期連結会計期間は、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）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22年６月30日現在

従業員数(名)
52

（14）

(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22年６月30日現在

従業員数(名)
34

（14）

(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
金額（千円） 前年同四半期比（％）

　 内訳

宿泊事業

今井荘 55,417 △5.4

南山荘 14,620 2.9

（計） 70,038 △3.8

住宅等不動産開発事業

賃貸不動産 67,176 1.0

温泉給湯 5,578 52.3

（計） 72,755 3.7

霊園事業 　 97,812 64.4

証券投資事業 　 ― ―

合計 240,606 △13.4

(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、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、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2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外各国における景気対策の効果や中国、その他新

興国を中心とした世界経済の回復を背景として輸出が持ち直したものの、国内での設備投資や家計の所

得増加のペースは緩やかで、消費マインドの向上には至らず、景況感は不透明のままで推移しました。

このような経営環境のもと、当社は経営の合理化・効率化に努めるとともに、宿泊事業部門において

は、同事業で優れたノウハウを有する株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズに対する運営業務の委託

を開始しました。またマレーシアの子会社が運営する霊園事業では、新たな納骨堂の建設に着手し、事業

全体の収益に寄与するべく取り組みました。

この結果、当第2四半期連結会計期間の連結業績は、売上高で240百万円（前年同期比13.4％減）とな

り、営業損失が72百万円（前年同期は営業利益27百万円）、経常損失が105百万円（前年同期は経常利益

64百万円）、四半期純損失は111百万円（前年同期は四半期純利益59百万円）となりました。

　

①事業の種類別セグメントの業績は以下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、伊豆地区での宿泊需要低迷、価格競争の影響もあり、売上高は70百万

円（前年同期比3.8％減）となりました。また利益面では営業活動の効率化、コストの削減に注力しま

したが、営業損失は39百万円（前年同期は営業損失40百万円）となりました。

（住宅等不動産開発事業）

都内に所有するマンションの賃貸を主とする住宅不動産開発事業部門では、厳しい環境が続くなか、

きめ細かい営業活動とコストの削減を実施した結果、売上高は72百万円（前年同期比3.7％増）、営業

利益は36百万円（前年同期比42.5％増）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、外貨建て資産が円高の影響を受け、営業損失は19百万円（前年同

期は営業利益103百万円）となりました。

（霊園事業）

霊園事業部門におきましては、マレーシアでの景気回復の影響と積極的営業活動が功を奏し、売上高

は97百万円（前年同期比64.4％増）と大幅に増加しました。一方、営業利益は7百万円（前年同期は営

業損失3百万円）と増収増益となりました。
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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142百万円（前年同期比34.6％減）と減収となりました。

　利益面では、宿泊事業における減益及び証券投資事業における為替の影響等により、営業損失が22百万

円（前年同期は営業利益88百万円）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97百万円（前年同期比64.4％増）、営業利益は7百万円（前年同期は営業損失3百万円）と増収

増益となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、9,133百万円となりました。これは、現金及び預金

が139百万円、有価証券が70百万円減少し、開発事業等支出金が70百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、7,037百万円となりました。これは、有形固定資産

が42百万円、投資有価証券が11百万円減少したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.2％減少し、16,171百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.6％減少し、725百万円となりました。これは、短期借入金が88

百万円減少し、未払金が27百万円増加したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、2,535百万円となりました。これは、長期借入金が

59百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.3％減少し、3,260百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、12,910百万円となりました。これは、利益剰余

金が161百万円減少し、為替換算調整勘定が67百万円増加したことなどによります。

　

(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の残高は、第１四半期連結会計期間末比42

百万円減少の366百万円となりました。

（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、その他の流動負債の増加等によ

り17百万円の支出（前年同四半期は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、投資有価証券の売却、有形固定資産の取得等により0百万円

の支出（前年同四半期は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、短期借入金の純増額、長期借入金の返済等により21百万円の

支出（前年同四半期は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
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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22年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年8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22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】

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。

①

株主総会の特別決議日（平成21年３月27日）

　
第2四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30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、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。

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

株主総会の特別決議日（平成22年３月30日）

　
第２四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 2,790

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) 2,790,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 36

新株予約権の行使期間 平成22年5月1日～平成27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　　 36
資本組入額　 18

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者が、自己都合により辞任
および退職した場合には、新株予約権を行使できな
い。

② 対象者は、新株予約権行使時において、当社、当社子会
社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、そ
の他これ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にあっても、以
下の各号に定める事由に基づく場合は、前項にかか
わらず、新株予約権を行使できるものとする。
i)  対象者である当社の取締役および監査役、当社
子会社または当社関連会社の取締役および監査役
が、任期満了を理由に退任した場合
ii) 対象者である当社および当社子会社の従業員
が、会社の都合により転籍した場合
iii) 対象者である当社および当社子会社の従業員
が、定年退職した場合
iv) 対象者である当社および当社子会社の従業員
が、会社都合または業務上の疾病によって解雇され
た場合 

④ 新株予約権の質入、その他処分は認めない

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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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年６月30日 ― 189,467 ― 10,314,848 ― 4,004,974

　

(6) 【大株主の状況】

平成22年6月30日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行株式
総数に対する
所有株式
の割合(％)

ファー・イースト・グローバル
・アジア・リミテッド
(常任代理人 ジョンソン ヤン)

3rd Floor, One Capital Place, Shedden 
Road, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands, British West Indies
(東京都港区高輪二丁目16番45号)

110,683 58.41

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 ア
セット　メイン　アカウント　スクリプ

レス (常任代理人 香港上海銀行
東京支店)

One Raffles Quay 35-01 North Tower.　
Singapore  048583
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)
 
 

5,876 3.10

有　地　壽　雄 神戸市兵庫区 1,500 0.79

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2-10 826 0.43

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（常任代理人 
シティバンク銀行株式会社）

27/F Asia Pacific Finance Tower,
Citibank Plaza, 
3 Garden Road, Hong kong 
（東京都品川区東品川二丁目3番14号） 
 

800 0.42

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口6）

東京都中央区晴海一丁目8-11 588 0.31

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口3）

東京都中央区晴海一丁目8-11 586 0.30

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口2）

東京都中央区晴海一丁目8-11 537 0.28

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口1）

東京都中央区晴海一丁目8-11 509 0.26

シービーエヌワイ ディエフエー
　インベストメント トラストカ
ンパニー－ジャパニーズ スモー
ルカンパニーシリーズ （常任代
理人 シティバンク銀行株式会
社）

6300 Bee Cave Road, Bldg One Austin
Texas 78746 USA 
（東京都品川区東品川二丁目3番14号）
　

505 0.26

計 ― 122,410 64.60

(注)　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の株式数2,220千株は信託業務にかかる株式であります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22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)
（自己保有株式）
普通株式　150,000

― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式

188,763,000
 

188,763
―

単元未満株式
 普通株式

554,686
― 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 ― 188,763 ―

(注)  「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式283株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22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(％)

（自己保有株式）
東海観光株式会社

東京都港区高輪二丁目16
番45号

150,000― 150,000 0.08

計 ― 150,000― 150,000 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(自己株式等)」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 4月 5月 6月

最高(円) 28 28 34 38 36 31

最低(円) 25 24 25 30 27 27

(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)及び前第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)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年１月１日から平成22年６月30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)及び前第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並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22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22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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 566,735 706,008

売掛金 17,902 28,462

有価証券 469,249 540,021

貯蔵品 9,187 13,648

開発事業等支出金 7,907,698 7,837,271

その他 165,696 146,977

貸倒引当金 △2,499 △2,619

流動資産合計 9,133,970 9,269,768

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 550,060

※1
 571,483

車両運搬具（純額） ※1
 5,900

※1
 6,983

工具、器具及び備品（純額） ※1
 18,795

※1
 19,712

土地 1,594,906 1,594,906

賃貸不動産（純額） ※1
 4,818,642

※1
 4,837,963

有形固定資産合計 6,988,305 7,031,048

無形固定資産

借地権 5,000 5,000

ソフトウエア 398 544

電話加入権 4,326 4,326

無形固定資産合計 9,724 9,871

投資その他の資産

投資有価証券 26,399 37,490

その他 20,675 24,365

貸倒引当金 △7,400 △10,000

投資その他の資産合計 39,674 51,856

固定資産合計 7,037,705 7,092,775

資産合計 16,171,675 16,362,544
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 54,319 76,902

短期借入金 73,831 161,990

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 118,861 118,843

未払金 288,683 260,783

未払費用 41,435 34,606

未払法人税等 26,635 16,058

その他 121,337 106,754

流動負債合計 725,104 775,938

固定負債

長期借入金 ※2
 2,486,083 2,545,533

退職給付引当金 2,615 2,497

長期預り保証金 29,072 30,275

その他 17,856 19,427

固定負債合計 2,535,628 2,597,734

負債合計 3,260,732 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 782,021 943,192

自己株式 △11,903 △11,822

株主資本合計 15,089,940 15,251,192

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,420 4,777

為替換算調整勘定 △2,215,384 △2,282,723

評価・換算差額等合計 △2,211,964 △2,277,945

新株予約権 32,966 15,625

純資産合計 12,910,943 12,988,871

負債純資産合計 16,171,675 16,362,544
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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)

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 561,659 525,078

売上原価 396,850 469,724

売上総利益 164,809 55,353

販売費及び一般管理費 ※1
 173,082

※1
 170,762

営業損失（△） △8,273 △115,408

営業外収益

受取利息 14,852 37

受取配当金 32,912 154

為替差益 25,101 －

持分法による投資利益 104 －

その他 343 571

営業外収益合計 73,315 763

営業外費用

支払利息 33,034 23,835

為替差損 － 9,695

持分法による投資損失 － 1,853

その他 710 695

営業外費用合計 33,744 36,079

経常利益又は経常損失（△） 31,297 △150,725

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,985

特別利益合計 － 1,985

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利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

31,297 △148,760

法人税、住民税及び事業税 8,515 12,410

法人税等合計 8,515 12,410

少数株主利益 6,372 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,409 △161,171
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　【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 277,756 240,606

売上原価 160,347 232,512

売上総利益 117,408 8,093

販売費及び一般管理費 ※1
 89,975

※1
 80,649

営業利益又は営業損失（△） 27,433 △72,556

営業外収益

受取利息 4,451 26

受取配当金 32,912 146

為替差益 15,177 －

持分法による投資利益 421 －

その他 － 418

営業外収益合計 52,963 591

営業外費用

支払利息 14,845 11,891

為替差損 － 19,400

持分法による投資損失 － 1,528

その他 573 580

営業外費用合計 15,419 33,401

経常利益又は経常損失（△） 64,978 △105,365

特別利益

投資有価証券売却益 － 240

特別利益合計 － 240

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

64,978 △105,125

法人税、住民税及び事業税 3,208 6,727

法人税等合計 3,208 6,727

少数株主利益 2,241 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 59,528 △111,853
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

31,297 △148,760

減価償却費 46,462 45,841

貸倒引当金の増減額（△は減少） △543 △2,742

退職給付引当金の増減額（△は減少） 113 118

受取利息及び受取配当金 △47,765 △191

支払利息 33,034 23,835

為替差損益（△は益） △25,101 －

持分法による投資損益（△は益） △104 1,853

売上債権の増減額（△は増加） 10,215 10,604

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △196,573 70,771

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △1,985

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,770 4,460

開発事業支出金の増減額（△は増加） － 2,708

預り保証金の増減額（△は減少） － △1,896

仕入債務の増減額（△は減少） △3,749 △23,637

未払費用の増減額（△は減少） 1,017 6,829

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19,699 △17,912

その他の流動負債の増減額（△は減少） 157,456 44,625

その他の固定資産の増減額（△は増加） 6,525 19

その他の固定負債の増減額（△は減少） 9,226 －

その他 △2,083 21,032

小計 8,498 35,575

利息及び配当金の受取額 14,789 191

利息の支払額 △33,034 △24,321

法人税等の支払額 △8,515 △7,940

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,261 3,504

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 △2

有形固定資産の取得による支出 △5,975 △3,410

無形固定資産の取得による支出 △108 －

投資有価証券の売却による収入 － 8,935

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,597 5,522

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 △88,737

長期借入金の返済による支出 △59,186 △59,503

自己株式の取得による支出 △387 △80

自己株式の処分による収入 13 －

配当金の支払額 △454 △184

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,842 △148,505
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(単位：千円)

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 894 204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315,806 △139,274

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
 317,108

※1
 366,818
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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22年１月1日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　

　

当第２四半期連結累計期間

（自　平成22年１月１日

　　至　平成22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。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年1月1日　至　平成22年6月30日)

該当事項はありません。
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【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22年６月30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 2,156,853千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,111,528千円

※２　財務制限条項
　長期借入金2,600,580千円（一年内返済予定の長
期借入金116,880千円含む）について財務制限条項
が付されており、下記の条項に抵触した場合には、
当該債務について期限の利益を喪失する可能性が
あります。
(1)各年度の第２四半期・本決算期末の連結貸借　
対照表における負債比率が1.25：1以上になった場
合。
(2)各年度の第２四半期・本決算期末の連結貸借対
照表における株主資本が150億円を下回った場合。

 
―――――――――――

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年1月 1日 （自　平成22年1月 1日

　　至　平成21年6月30日） 　　至　平成22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 ※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 34,288千円 　 給料及び手当 35,215千円

　 支払報酬 28,886　 　 支払報酬 28,065　

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

（自　平成21年4月 1日 （自　平成22年4月 1日

　　至　平成21年6月30日） 　　至　平成22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 ※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 17,145千円 　 給料及び手当 15,469千円

　 支払報酬 12,255　 　 支払報酬 12,493　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年1月 1日 （自　平成22年1月 1日

　　至　平成21年6月30日） 　　至　平成22年6月30日）

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末
残高と当第２四半期連結連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係（平成21年６月30日現
在）

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末
残高と当第２四半期連結連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係（平成22年６月30日現
在）

　 現金及び預金勘定 516,211千円 　 現金及び預金勘定 566,735千円

　 担保に供している定期預金 △199,102　 　 担保に供している定期預金 △199,916　

　 現金及び現金同等物 317,108　 　 現金及び現金同等物 366,818　
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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22年6月30日）及び

当第２四半期連結累計期間　（自　平成22年1月1日　至　平成22年6月30日）

　

１　発行済株式の種類及び総数

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　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 150,283

　
３　新株予約権等に関する事項

　　　ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
当第２四半期連結会計
期間末残高（千円）

提出会社 32,966

　

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

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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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 　 　 　 　 　 　 　

 (1) 外部顧客に
     対する売上高

72,79070,15359,48475,328277,756 ― 277,756

 (2) セグメント間の
　　 内部売上高又は
　　 振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 72,79070,15359,48475,328277,756 ― 277,756

営業利益又は
営業損失(△)

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

(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２四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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 　 　 　 　 　 　 　

 (1) 外部顧客に
     対する売上高

70,03872,75597,812 ― 240,606 ― 240,606

 (2) セグメント間の
　　 内部売上高又は
　　 振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 70,03872,75597,812 ― 240,606 ― 240,606

営業利益又は
営業損失(△)

△39,78436,936 7,197△19,179△14,829(57,726)△72,556

(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
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前第２四半期連結累計期間(自  平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 　 　 　 　 　 　 　

 (1) 外部顧客に
     対する売上高

224,618139,233122,47875,328561,659 ― 561,659

 (2) セグメント間の
　　 内部売上高又は
　　 振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 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２四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至　平成22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 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
    対する売上高

201,456144,883178,737 ― 525,078 ― 525,078

(2) セグメント間の
　　内部売上高又は
　　振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 201,456144,883178,737 ― 525,078 ― 525,078

営業利益又は
営業損失(△)

△51,67076,282 4,353△20,749 8,216(123,625)△115,408

(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
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【所在地別セグメント情報】

前第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
(百万円)

マレーシア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

218,27159,484277,756 ― 277,756

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 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

(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２四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　

　
日本
(百万円)

マレーシア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

142,79397,812240,606 ― 240,606

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 142,79397,812240,606 ― 240,606

営業利益又は営業損失(△) △22,027 7,197△14,829(57,726)△72,556

(注) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
　

前第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
(百万円)

マレーシア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

439,180122,478561,659 ― 561,659

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 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。
　

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年６月30日)

　

　
日本
(百万円)

マレーシア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

346,340178,737525,078 ― 525,078

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 346,340178,737525,078 ― 525,078

営業利益又は営業損失(△) 3,862 4,353 8,216(123,625)△115,408

(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(百万円) 59,484 59,484

Ⅱ  連結売上高(百万円) 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

(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２四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　

　 マレーシア 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 97,812 97,812

Ⅱ  連結売上高(百万円) 240,606 240,606

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 40.7 40.7

(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。

　

前第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(百万円) 122,478 122,478

Ⅱ  連結売上高(百万円) 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。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年６月30日)

　

　 マレーシア 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 178,737 178,737

Ⅱ  連結売上高(百万円) 525,078 525,078

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 34.0 34.0

(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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(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２四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１　ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における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　　　11,482千円

　

２　当第２四半期連結会計期間に付与したストック・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５名
当社監査役４名
当社従業員23名

株式の種類別ストック・オプション付与数（株） 普通株式2,790,000

付与日 平成22年４月28日

権利確定条件 ――――

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 平成22年５月１日～平成27年４月30日

権利行使価格（円） １株当たり　　36

付与日における公正な評価単価（円） １株当たり　　 9
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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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

　 　

　 68.02円
　

　 　

　 68.52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22年６月30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) 12,910,943 12,988,871

普通株式に係る純資産額(千円) 12,877,976 12,973,246

差額の主な内訳(千円) 　 　

  新株予約権 32,966 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) 150 147

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) 189,317 189,320

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間
　

前第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２四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年６月31日)

１株当たり四半期純利益金額 0.09円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
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株当たり四半期純損失（△）金額 △0.85円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
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株当たり四半期純利益金額又は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の算定上

の基礎

項目
前第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２四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純
利益又は四半期純損失（△）(千円)

16,409 △161,171

普通株式に係る四半期純利益又は四
半期純損失（△）(千円)

16,409 △161,171

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) 189,328 189,318

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金額
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

― ―
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第２四半期連結会計期間

　

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 0.31円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
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株当たり四半期純損失（△）金額 △0.59円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
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株当たり四半期純利益金額又は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の算定上

の基礎

項目
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純
利益又は四半期純損失（△）(千円)

59,528 △111,853

普通株式に係る四半期純利益又は四
半期純損失（△）(千円)

59,528 △111,853

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 189,325 189,317

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金額
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。

平成22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　 ： 2,790千株
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。

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

四半期報告書

31/33



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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22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　　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２四半期連結会計期間(平

成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22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22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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