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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】

　

回次
第14期
第２四半期
累計期間

第15期
第２四半期
累計期間

第14期
第２四半期
会計期間

第15期
第２四半期
会計期間

第14期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

事業収益（千円） 21,044,53426,644,70012,205,96216,165,15241,458,379

経常利益（千円） 2,021,4005,498,4632,448,0484,533,5982,956,646

四半期（当期）純利益（千円） 1,987,3042,751,9572,440,7672,040,0652,627,578

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
― ― ― ― ―

資本金（千円） － － 4,777,4654,809,3784,780,174

発行済株式総数（株） － － 69,885,70070,090,50069,901,700

純資産額（千円） － － 10,731,13113,515,52411,391,546

総資産額（千円） － － 18,896,53927,328,65820,482,715

１株当たり純資産額（円） － － 152.21 191.34 161.45

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
28.58 39.54 35.10 29.29 37.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
28.56 38.97 35.07 28.79 37.55

１株当たり配当額（円） ― ― ― ― 10

自己資本比率（％） － － 56.0 48.8 54.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,777,2677,192,620 － － 5,348,425

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△519,659△1,457,590 － － △903,696

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△9,819 △656,308 － － △16,367

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 5,266,34912,328,6487,503,857

従業員数（人） － － 1,070 1,318 1,090

　（注）１．当社は四半期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、当社は持分法を適用する関連会社がないので、持分法を適用

した場合の投資利益を記載しておりません。

　　　　３．事業収益には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 1,318    

　（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79名を含んでおりません。

３　従業員数が当第２四半期間において196名増加しましたのは、新路線の開設による空港職員の採用によるもの

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）事業別売上高

科目

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　
前年同四半期比　

　
金額（千円） (％)

航空事業収入
　旅客収入 15,982,670 32.7

附帯事業収入 182,481 16.3

合計 16,165,152 32.4

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）運航実績

項目
当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　
前年同四半期比

(％)

運航回数（回） 7,487           37.2

飛行距離（km） 7,571,453 37.8

飛行時間（時間） 12,441 34.8

(3）利用率

項目
当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　
前年同四半期比

(％)

旅客キロ（千人・km） 1,146,948 35.1

座席キロ（千席・km） 1,336,205 30.7

座席利用率（％） 85.8　 －

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

２　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（km）を乗じたものの合計であります。

　

２【事業等のリスク】

  当第２四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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２四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約はありません。 
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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、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

(1)業績の状況　

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収支の改善が見られ景気は持ち直し基調にあったものの、雇

用情勢は依然として厳しく、デフレや急激な円高の進行など先行きの不透明感が払拭されない状況にあり、個人消

費は低調に推移しました。

航空業界におきましては、原油価格が引き続き高水準で推移する中、各航空会社による顧客獲得競争が激しさを

増しており、依然として厳しい経営環境が続きました。

このような事業環境におきまして、当社はBoeing737-800型機15機により、これまでの路線に加え神戸＝新千歳、

神戸＝鹿児島、鹿児島＝奄美の日中時間帯での新路線を開設するとともに、羽田＝北九州、北九州＝那覇の早朝深夜

時間帯を利用した新路線を開設しました。また、あらたな事業展開として、羽田＝グアム線の国際チャーター便を運

航いたしました。

旅客運送事業につきましては、座席キロの増加（前年同期比30.7%増）、競争力のある商品提供による旅客キロの

増加（前年同期比35.1%増）となり、事業収益は16,165百万円（前年同期　12,205百万円）と大幅な増加となりまし

た。

事業費につきましては、高水準にある燃料価格の影響により、燃料関連費が増加（前年比28.4%増）したものの、

空港使用料、航空機材費、整備費等については航空機種の統一などによる低コストを実現し、事業費は10,611百万円

（前年同期　8,975百万円）となり、また、販売費及び一般管理費は778百万円（前年同期　632百万円）と低い増加に

抑えることができました。

これらの結果、営業利益は4,775百万円（前年同期　2,597百万円）、経常利益は4,533百万円（前年同期　2,448百

万円）、純利益は2,040百万円（前年同期　2,440百万円）となりました。

　 

(2)財政状態の分析

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ6,845百万円増加し、27,328百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金の増加4,824百万円、有形固定資産の増加867百万円、長期預け金の増加541百万円によるも

のです。

負債合計は、前事業年度末に比べ4,721百万円増加し、13,813百万円となりました。これは主に、未払法人税等の増

加2,807百万円、前受旅客収入金の増加942百万円、定期整備引当金の増加507百万円によるものであります。

純資産合計は、前事業年度末に比べ2,123百万円増加し、13,515百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増

加2,056百万円によるものです。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

　当第2四半期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4,824百万円増加し（前年同四半期末

比7,062百万円増加）、12,328百万円となりました。

  当第2四半期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）

　営業活動の結果獲得した資金は5,072百万円となりました。収入の主な内訳は、税引前当第2四半期会計期間純利益

4,530百万円の計上に加え、売上債権の減少370百万円、減価償却費・整備引当金及びその他の非資金性費用の加減

算であり、支出の主な内訳は、前受旅客収入金の減少947百万円、長期預け金の増加275百万円、前払費用の増加195百

万円であります。

  また、前年同四半期会計期間におきましては、主に税引前純利益の計上2,478百万円、売上債権の減少470百万円、

前受旅客収入金の減少694百万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は2,686百万円でありました。

　

（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969百万円となりました。これは主に、Ｂ737-800型機フル・フライト・シミュレー

ター2機目、並びにその他有形固定資産の取得881百万円、新規航空機材導入に伴うリース保証金等の差入107百万円

によるものであります。

  また、前年同四半期会計期間におきましては、主に航空機予備部品、その他有形固定資産の取得により、投資活動

の結果使用した資金は242百万円でありました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は60百万円（前年同四半期会計期間は5百万円の使用）となりました。これは主に、
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配当金の支払額96百万円と株式の発行による収入42百万円によるものであります。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期会計期間において、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。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社を取り巻く事業環境は、経済情勢の急激な変化による個人消費への影響、為替動向、原油価格情勢等の外部要

因により大きく変動する状況にあります。東京国際空港（羽田）のD滑走路供用開始に伴う国内線羽田発着枠の新

規配分（４枠）も決定したことから、運航路線の展開、経営資源（航空機等）の確保、運航体制の強化を進めてまい

ります。

  当社はこれらの状況を踏まえて、継続的なコスト抑制活動はもとより、需要動向、事業効率等を注視し、運航計画、

運賃設定及び販売施策等につきまして、機動的に対処する方針であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備の異動は下記のとおりであります。

平成22年８月に以下の航空機を導入しました。

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737-800型機 １ 39.4 35.8 155,500 177

（注）当該航空機はAviation Capital Group Corporationからのオペレーティング・リースで、平成22年８月か

ら96ヶ月間の契約であります。

　　　

平成22年９月に以下の航空機を導入しました。

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737-800型機 １ 39.4 35.8 155,500 177

（注）当該航空機はAviation Capital Group Corporationからのオペレーティング・リースで、平成22年９月か

ら96ヶ月間の契約であります。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設について完了したも

のは次のとおりであります。

事業所名 設備の内容
帳簿価格

開始年月
建物附属設備 車両 備品 合計

鹿児島空港所

（鹿児島県霧島市）
空港施設・設備・器材 38,75958,9909,961107,710平成22年８月

熊本空港所

（熊本県益城町）
空港施設・設備・器材 16,37495,9188,322120,616平成22年９月

合 計 　 55,134154,90818,283228,326　

当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等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

着手及び完了予定年月

総額

（千円）

既支払額

（千円）
着手 完了

本社他

（東京都大田区他）
航空機整備用設備・器材 74,000― 自己資金 平成22年10月平成23年３月

東京空港支店他

（東京都大田区他）
空港施設・設備・器材 198,000― 自己資金 平成22年10月平成23年３月

沖縄空港所

（沖縄県那覇市）
空港施設・設備・器材 118,000― 自己資金 平成22年11月平成23年２月

中部空港支店

（愛知県常滑市）
空港施設・設備・器材 147,000― 自己資金 平成22年10月平成23年１月

合　　計 　 537,000 　 　 　 　

　

(3).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
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数
（株）
（平成22年11月11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 70,090,500 70,159,300東京証券取引所マザーズ 1単元の株式数100株

計 70,090,500 70,159,300 ― ―

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22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。　

　

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法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

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 11（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,300

新株予約権の行使時の払込金額（円） 108,300（注）２

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

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

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。

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。

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。

　

　平成16年１月28日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 881（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 176,200 

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

 9/35



 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 59,200（注）２

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

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

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

株式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。

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。

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

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 111（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株）  22,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 89,600（注）２

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

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

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

合には上記新株式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。

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。

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

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 3,500（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 350,000　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 76,600（注）２

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

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

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。

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。

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

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 3,072（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 307,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 60,800（注）２

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

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

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のとする。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。

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。

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

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 4,392（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 439,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 33,900（注）２

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

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　16,950

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のとする。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。

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。

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個の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

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 4,656（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 465,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 19,900（注）２

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

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

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のとする。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。

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。

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個の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21年６月23日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 6,792（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 679,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 13,600（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成23年７月８日

至　平成28年７月７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　　13,600

資本組入額　 6,800

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、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。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21年６月23日の取締役会

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。

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。

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個の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。

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22年６月23日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 7,760（注）１

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 776,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 39,000（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成24年７月８日

至　平成29年７月７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　　39,000

資本組入額　 19,500

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のとする。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22年６月23日の取締役会

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。

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。

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個の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。

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）【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（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22年７月１日～

平成22年９月30日

(注1)

178,800  70,090,500  27,588  4,809,378  27,588  3,942,538  

（注1）新株予約権の行使による増加であります。

（注2）平成22年10月1日から平成22年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が68,800株増

加しており、資本金及び資本準備金がそれぞれ11,700千円増加しております。　

　

（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30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 341,732 48.76

株式会社エイチ・アイ・エス 東京都新宿区西新宿６丁目8－1 100,511 14.34

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社(信託口)　
東京都港区浜松町２丁目11-3　 14,972 2.14

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）　
東京都中央区晴海１丁目8-11 13,306 1.90

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

BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　AC

　ISG（FE-AC）　

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM　
9,463 1.35

資産管理サービス信託銀行株式会

社（証券投資信託口）　

東京都中央区晴海１丁目8-12晴海アイラ

ンドトリトンスクエア　オフィスタワーZ

棟

7,822 1.12

THE　CHASE　MANHATTAN　BANK,N.A.　

LONDON　SECS　LENDING　OMNIBUS　

ACCOUNT　

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON

 EC2P 2HD, ENGLAND　
7,113 1.01

MORGAN　STANLEY　＆　CO.INC　
1585 Broadway New York,New York

10036,U.S.A.　
5,278 0.75

吉田　望 東京都港区 5,009 0.71

計 ― 517,236 73.80
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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） 　　345,500　 ― 単元株式数100株　　

完全議決権株式（その他） （普通株式）　69,741,400 697,414単元株式数100株

単元未満株式 （普通株式）   　　3,600 ― ―

発行済株式総数     　　　   70,090,500 ― ―

総株主の議決権 ― 697,414 ―

（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22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（％）

 スカイマーク株式会社
東京都大田区羽田空港

１丁目５番５号
345,500 　　― 345,500 0.49

計 ― 345,500 　　― 345,500 0.49

 

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
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 396 384 405 453 619 665

最低（円） 353 316 339 360 410 546

　（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。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日ま

で）は、改正後の四半期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、前第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受

けております。

３．四半期連結財務諸表について

　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）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況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、

四半期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　　　　　  　　    0.01％

売上高基準　　　　  　　  　0.07％

利益基準　　　　　　　　　△0.00％

利益剰余金基準　　　　　　△0.00％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,328,648 7,503,857

営業未収入金 2,664,680 2,364,232

貯蔵品 75,862 83,798

未収入金 3,483 304,572

未収還付消費税 17,741 －

前払費用 1,482,645 1,082,857

その他 18,462 18,998

貸倒引当金 △3,943 △23,576

流動資産合計 16,587,583 11,334,739

固定資産

有形固定資産

航空機材 2,386,951 2,565,061

減価償却累計額 △1,423,651 △1,484,861

減損損失累計額 △99,756 △147,254

航空機材（純額） 863,543 932,944

建物 636,116 494,694

減価償却累計額 △287,897 △274,158

建物（純額） 348,218 220,535

機械及び装置 1,231,291 1,220,848

減価償却累計額 △379,356 △222,906

機械及び装置（純額） 851,934 997,941

車両運搬具 1,352,346 1,226,650

減価償却累計額 △1,048,704 △1,090,407

減損損失累計額 △6,947 △13,549

車両運搬具（純額） 296,694 122,693

工具、器具及び備品 908,443 902,516

減価償却累計額 △577,330 △577,869

減損損失累計額 △1,693 △2,154

工具、器具及び備品（純額） 329,419 322,492

リース資産 689,100 689,100

減価償却累計額 △76,184 △53,215

リース資産（純額） 612,915 635,885

建設仮勘定 984,986 187,225

有形固定資産合計 4,287,712 3,419,719

無形固定資産

商標権 1,920 2,189

ソフトウエア 5,690 7,457

電話加入権 11,145 11,145

無形固定資産合計 18,756 20,792

投資その他の資産

関係会社株式 2,100 6,300

長期貸付金 6,737 7,534

敷金及び保証金 2,174,650 1,980,203

長期預け金 4,227,578 3,686,396
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

長期前払費用 26,457 30,744

その他 3,819 3,819

貸倒引当金 △6,737 △7,534

投資その他の資産合計 6,434,606 5,707,463

固定資産合計 10,741,075 9,147,975

資産合計 27,328,658 20,482,715

負債の部

流動負債

営業未払金 1,587,925 1,408,362

未払金 177,415 23,065

未払費用 618,851 540,273

未払法人税等 2,869,057 61,512

未払消費税等 － 260,560

預り金 217,211 226,041

前受旅客収入金 3,034,719 2,091,967

定期整備引当金 175,196 145,406

その他 52,436 40,544

流動負債合計 8,732,813 4,797,732

固定負債

定期整備引当金 3,775,483 3,297,869

返還整備引当金 520,519 285,015

資産除去債務 83,422 －

リース債務 622,847 636,504

その他 78,046 74,046

固定負債合計 5,080,320 4,293,435

負債合計 13,813,134 9,091,168

純資産の部

株主資本

資本金 4,809,378 4,780,174

資本剰余金 3,942,538 3,913,334

利益剰余金 4,683,973 2,627,578

自己株式 △91,021 △90,991

株主資本合計 13,344,869 11,230,094

新株予約権 170,654 161,451

純資産合計 13,515,524 11,391,546

負債純資産合計 27,328,658 20,482,715

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

22/35



（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

事業収益 21,044,534 26,644,700

事業費 17,662,475 19,396,778

事業総利益 3,382,059 7,247,922

販売費及び一般管理費 ※
 1,183,114

※
 1,353,781

営業利益 2,198,944 5,894,141

営業外収益

受取利息 420 1,393

違約金収入 95,902 103,377

その他 40,361 19,673

営業外収益合計 136,684 124,445

営業外費用

支払利息 25,481 29,045

為替差損 288,470 489,404

その他 276 1,673

営業外費用合計 314,228 520,123

経常利益 2,021,400 5,498,463

特別利益

固定資産売却益 39,142 41,921

貸倒引当金戻入額 － 22,934

その他 3,893 4,912

特別利益合計 43,035 69,767

特別損失

固定資産除却損 32,527 18,446

固定資産売却損 － 134

減損損失 － 3,094

その他 1,510 8,286

特別損失合計 34,037 29,961

税引前四半期純利益 2,030,399 5,538,269

法人税、住民税及び事業税 43,094 2,786,311

法人税等合計 43,094 2,786,311

四半期純利益 1,987,304 2,751,957
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

事業収益 12,205,962 16,165,152

事業費 8,975,926 10,611,636

事業総利益 3,230,035 5,553,516

販売費及び一般管理費 ※
 632,460

※
 778,342

営業利益 2,597,575 4,775,173

営業外収益

受取利息 420 1,240

違約金収入 50,784 55,827

その他 16,659 6,841

営業外収益合計 67,864 63,909

営業外費用

支払利息 14,986 14,453

為替差損 202,373 289,978

その他 30 1,052

営業外費用合計 217,391 305,484

経常利益 2,448,048 4,533,598

特別利益

固定資産売却益 32,418 12,639

その他 2,892 2,770

特別利益合計 35,311 15,410

特別損失

固定資産除却損 4,807 10,312

固定資産売却損 － 134

減損損失 － 3,094

その他 － 4,815

特別損失合計 4,807 18,357

税引前四半期純利益 2,478,551 4,530,650

法人税、住民税及び事業税 37,784 2,490,584

法人税等合計 37,784 2,490,584

四半期純利益 2,440,767 2,040,065

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

24/35



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 2,030,399 5,538,269

減価償却費 459,105 469,246

減損損失 － 3,094

長期前払費用償却額 20,636 9,214

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,826 △20,430

定期整備引当金の増減額（△は減少） 399,070 507,404

返還整備引当金の増減額（△は減少） △1,775,960 235,504

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,470

関係会社整理損 － 1,875

受取利息及び受取配当金 △420 △1,393

支払利息 25,481 29,045

為替差損益（△は益） 173,648 452,375

固定資産売却損益（△は益） △7,640 △41,787

固定資産除却損 32,527 18,446

売上債権の増減額（△は増加） 392,085 △300,447

たな卸資産の増減額（△は増加） 212,894 7,935

前払費用の増減額（△は増加） △136,446 △399,881

未収入金の増減額（△は増加） 60,109 255,156

長期預け金の増減額（△は増加） 620,666 △541,182

仕入債務の増減額（△は減少） △97,325 179,563

前受旅客収入金の増減額（△は減少） 198,147 942,751

未払金の増減額（△は減少） △239,063 33,723

未収消費税等の増減額（△は増加） 81,362 △17,741

未払消費税等の増減額（△は減少） 273,608 △260,560

その他の資産の増減額（△は増加） △16,933 △5,019

その他の負債の増減額（△は減少） 126,620 145,710

小計 2,827,746 7,244,343

利息及び配当金の受取額 420 1,393

利息の支払額 △26,940 △28,953

法人税等の支払額 △23,958 △24,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,777,267 7,192,620

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

25/35



（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △473,927 △1,193,195

有形固定資産の売却による収入 11,960 124,749

敷金及び保証金の差入による支出 △200,687 △396,085

敷金及び保証金の回収による収入 142,198 3,192

貸付金の回収による収入 797 797

出資金の回収による収入 － 2,951

投資活動によるキャッシュ・フロー △519,659 △1,457,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 45,212

自己株式の取得による支出 － △29

リース債務の返済による支出 △9,819 △12,504

配当金の支払額 － △688,986

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,819 △656,308

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,836 △253,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,198,951 4,824,791

現金及び現金同等物の期首残高 3,067,397 7,503,857

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,266,349 12,328,648
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【四半期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２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更  資産除去債務に関する会計基準の適用

当第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計

基準第18号　平成20年３月31日）及び資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しておりま

す。

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ3,447千円減少し、税引前四半期純

利益が6,918千円減少しております。　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

固定資産の減価償却費の算定方法 　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度

に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

　　該当事項はありません。

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

販売手数料 330,037千円

広告宣伝費 53,709　

給与手当等 299,472　

支払手数料 188,616　

販売手数料 318,066千円

広告宣伝費 54,615　

給与手当等 340,345　

支払手数料 256,309　

前第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

販売手数料 185,142千円

広告宣伝費 25,999　

給与手当等 167,271　

支払手数料 95,664　

販売手数料 178,182千円

広告宣伝費 29,251　

給与手当等 210,544　

支払手数料 136,767　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

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 5,266,349千円

現金及び現金同等物 5,266,349千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

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 12,328,648千円

現金及び現金同等物 12,328,648千円

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　70,090,500株　　　

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　 　　　345,575株　　　　　　　　　　　　

 

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

　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　170,654千円

 

４．配当に関する事項

　配当金支払額

　

　（決議）
株式の

種類

配当金の

総額

（千円）

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月23日

定時株主総会
普通株式 695,56210 平成22年３月31日平成22年６月24日利益剰余金

　

５．株主資本の著しい変動に関する事項について

　該当事項はありません。　

 

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

　当第２四半期貸借対照表計上額は、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないので記載を省略してい

ます。

　

（デリバティブ取引関係）

　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。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期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　　17,094千円

 

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成22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 1,019名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数  8,152個（普通株式　815,200株）

 付与日  平成22年７月８日

 権利確定条件
  付与日（平成22年７月８日）以降、権利確定日（平成24年

７月７日）まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間  平成22年７月８日から平成24年７月７日まで

 権利行使期間  平成24年７月８日から平成29年７月７日まで

 権利行使価格（円） 39,000

 付与日における公正な評価単価（円） 12,955

　　

(資産除去債務)

当第２四半期貸借対照表計上額は、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略してお

ります。　

　

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

29/35



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、航空輸送サービスの提供及びその附帯事業による航空運送事業の単一セグメントであるため、記載

を省略しております。　

　

(追加情報)

　第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

3月27日）及び「セグメント情報等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20号平

成20年3月21日）を適用しております。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 191.34円 １株当たり純資産額 161.45円

２．１株当たり四半期純利益

前第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 28.58円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
28.56円

１株当たり四半期純利益金額 39.54円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
38.97円

　（注）　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の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益（千円） 1,987,304 2,751,957

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 1,987,304 2,751,957

期中平均株式数（株） 69,540,200 69,605,543

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額　         

　四半期純利益調整額(千円) － －

　普通株式増加数(株) 52,372 1,003,448

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めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

31/35



前第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 35.10円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
35.07円

１株当たり四半期純利益金額 29.29円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
28.79円

　（注）　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の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益（千円） 2,440,767 2,040,065

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 2,440,767 2,040,065

期中平均株式数（株） 69,540,200 69,648,430

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額　         

四半期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 52,372 1,212,767

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めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

　

（重要な後発事象）
　　　

当第２四半期累計期間

（自 平成22年４月 １日　

　　至 平成22年９月30日）

　当社は平成22年11月８日開催の臨時取締役会決議により、同日、エアバス社（本社：フランス・トゥールーズ）と

エアバスA380型機６機（うち２機はオプション）の導入に関する基本合意書を締結しました。平成26年度から３年

間を目途に国際線用機材として導入する予定であります。　

（リース取引関係）

　前事業年度末に比べてリース取引残高に著しい変動が認められないため、開示を省略しております。

 

２【その他】

　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)

四半期報告書

32/35



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11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項の規定に基づき、「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21年４月１日から平成22年３月31日までの第14期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、スカイマーク株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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。

　

 追記情報

　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第1四半期会計期間から航

空機整備部品(貯蔵品)の会計方針を変更した。　

　

　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11月10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 石戸　喜二　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 篠崎　  卓　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　裕子 　 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」に掲げられているスカイマーク株式会

社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第15期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、スカイマーク株式会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年11月8日開催の臨時取締役会決議により、同日、エアバス社とエ

アバスＡ380型機の導入に関する基本合意書を締結した。

　

　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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