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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３四半期
累計期間

第15期
第３四半期
累計期間

第14期
第３四半期
会計期間

第15期
第３四半期
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
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31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） 30,617,98841,178,0299,573,45414,533,32941,458,379

経常利益（千円） 2,276,0988,149,948258,7272,651,4612,956,646

四半期（当期）純利益又は損失

（△）（千円）
1,811,9903,947,238△175,3141,195,2802,627,578

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
― ― ― ― ―

資本金（千円） － － 4,777,4654,876,5924,780,174

発行済株式総数（株） － － 69,885,70070,461,90069,901,700

純資産額（千円） － － 10,562,75014,833,62911,391,546

総資産額（千円） － － 18,435,70232,071,39020,482,715

１株当たり純資産額（円） － － 149.68 209.29 161.45

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は損失金額（△）（円）
26.06 56.61 △2.52 17.08 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）
25.98 55.46 ― 16.64 37.55

１株当たり配当額（円） ― ― ― ― 10

自己資本比率（％） － － 56.5 45.8 54.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
3,460,87311,087,419 － － 5,348,425

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△669,223△3,391,886 － － △903,696

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△15,736△557,461 － － △16,367

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 5,835,23614,258,1917,503,857

従業員数（人） － － 1,070 1,480 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．第14期第３四半期会計期間における潜在株式調整後１株当り四半期純利益金額につきましては、潜在株式は存在

するものの四半期純損失であるため記載しておりません。

　　　　４．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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 1,480 　

　（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77名を含んでおりません。

３　従業員数が当第３四半期会計期間において162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３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

　
前年同四半期比　

　
金額（千円） (％)

航空事業収入
　旅客収入 14,331,331 152.1

附帯事業収入 201,998 135.8

合計 14,533,329 151.8

　（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３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

　
前年同四半期比

(％) 

運航回数（回） 8,673 157.0

飛行距離（km） 8,108,020 145.4

飛行時間（時間） 13,837 145.6

(3）利用率

項目
当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

　
前年同四半期比

(％) 

旅客キロ（千人・km） 1,154,781 145.3

座席キロ（千席・km） 1,432,367 145.1

座席利用率（％） 80.6 －

　（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３四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３四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は下記のとおりであります。

契約の種類 契約の内容 契約相手先 導入時期 備考

航空機材購入契約
航空機材の購入に係る基本合意書

(Memorandum of Understanding)

AIRBUS S.A.

S.

平成26年度より

順次導入予定

エアバス　A380型機　6機

(うち2機はオプション)
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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３四半期会計期間（以下、第３四半期）におけるわが国経済は、一部の業種では回復の兆しも見られるもの

の、円高基調、企業の設備投資や雇用の低調、個人消費の低迷など景気不安定要素もあり、全体としては依然として厳

しい状況で推移しました。

  航空業界におきましては、原油価格が更に上昇傾向にある中で、航空会社間の激しい運賃競争が続いており、引き

続き厳しい経営環境が続いております。

  このような事業環境におきまして、当社はBoeing737-800型機の導入を積極的に進め、当第３四半期中に２機導入

し、計17機となりました。新規路線としまして、羽田空港及び神戸空港から鹿児島空港、熊本空港への路線を開設いた

しました。更に、不定期路線として北九州＝那覇路線、鹿児島＝奄美路線の運航を行いました。

  旅客運送事業につきましては、新路線の開設による提供席数の増加（前年同期比 53.6%増）と、旅客数の増加（前

年同期比 44.4%増）により、事業収益は14,533百万円（前年同期比 51.8%増）と大幅な増加となりました。

  事業費につきましては、運航便数の増加と航空機燃料の価格上昇によって燃料関連費が増加（前年比43.8%増）し

たものの、事業費は11,120百万円（前年同期比26.2%増）、販売費及び一般管理費は626百万円（前年同期比17.2%

増）と抑えることができました。

  これらの結果、営業利益は2,786百万円（前年同期　226百万円）、経常利益は2,651百万円（前年同期　258百万

円）、純利益は1,195百万円（前年同期　純損失175百万円）となりました。

　

(2)財政状態の分析

当第３四半期末の資産合計は、前事業年度末に比べ11,588百万円増加し、32,071百万円となりました。これは主に、

現金及び預金の増加6,754百万円、有形固定資産の増加2,669百万円、長期預け金の増加926百万円によるものです。

負債合計は、前事業年度末に比べ8,146百万円増加し、17,237百万円となりました。これは主に、未払法人税等の増

加4,263百万円、前受旅客収入金の増加1,833百万円、定期整備引当金の増加897百万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3,442百万円増加し、14,833百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増

加3,251百万円によるものです。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

　

当第3四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6,754百万円（前年同四半期末比8,422

百万円）増加し、14,258百万円となりました。当第3四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3,894百万円となりました。収入の主な内訳は、税引前当第3四半期会計期間純利益

2,663百万円の計上に加え、前受旅客収入金の増加890百万円、仕入債務の増加327百万円、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、未収消費税等の増加440百万円、長期預け金の増加385百

万円、前払費用の増加109百万円であります。

また、前年同四半期会計期間におきましては、主に長期預け金の減少995百万円、未収消費税等の増加280百万円など

により、営業活動の結果獲得した資金は683百万円でありました。

　

（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1,934百万円となりました。これは主に、Ｂ737-800型機予備エンジン、並びにその他

有形固定資産の取得1,817百万円、新規航空機材導入に伴うリース保証金等の差入122百万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Ｂ767型航空機の返還に伴うリース保証金の回収と、新規航空機材

導入に伴うリース保証金の差入れ、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149百万円でありまし

た。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は98百万円（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、株

式の発行による収入107百万円とリース債務の返済7百万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３四半会計期間において、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。　
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(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

により変動する状況にあります。

経営戦略としてはB737-800型機による国内運航路線の拡充による収益規模の拡大を図ります。また、さらなる成長

戦略として将来の本格的な国際線進出に向けて、航空機（エアバスA380型機）の調達、空港拠点・運航資源の確保等

さまざまな準備に着手いたします。
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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11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BBAM Aircraft Managementからのオペレーティング・リースで、平成22年11月から96ヶ月間の契

約であります。

平成22年12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）当該航空機は三菱UFJリース株式会社からのオペレーティング・リースで、平成22年12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３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について完了したも

のは次のとおりであります。　

①設備の新設　

事業所名 設備の内容 帳簿価格（千円） 開始年月日

建物付属設備 車輌 備品 合計

長崎空港所

（長崎県大村市）

空港施設・設備・器材 30,043136,61725,758192,420平成22年11月

合計 　 30,043136,61725,758192,420　

　

当第３四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す。

①設備の新設　

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日

総額（千円） 既支払額（千

円）

着手 完了

神戸空港支店

（兵庫県神戸市中央区）

航空機格納庫 880,000 －自己資金 平成23年6月平成23年11月

合計 　 880,000 －　 　 　
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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３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10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 70,461,900 70,533,300
東京証券取引所

マザーズ

１単元の株式数

100株 

計 70,461,900 70,533,300 ― ―

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年２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３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 10（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） 3,000

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。
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　平成16年１月28日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 512（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） 102,400 

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、監査役及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、質入その他の処分及び相続はこれを

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３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 55（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）  11,000

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、質入その他の処分及び相続はこれを

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３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 3,395（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） 339,500

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、質入その他の処分及び相続はこれを

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３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 2,876（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） 287,600

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、質入その他の処分及び相続はこれを

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３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 3,400（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） 340,000　

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、質入その他の処分及び相続はこれを

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３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 2,982（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） 298,200

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、質入その他の処分及び相続はこれを

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３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 6,616（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） 661,600

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、質入その他の処分及び相続はこれを

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３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 7,584（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） 758,400

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、質入その他の処分及び相続はこれを

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10月１日～

　平成22年12月31日

(注１)　

371,40070,461,90067,2144,876,592　 67,2144,009,753

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

　　　２．平成23年1月1日から平成23年1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71,400株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ15,308千円増加しております。

　

（６）【大株主の状況】

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。

　

（注） 株式会社エイチ・アイ・エスから、平成23年１月４日付で大量保有報告書(変更報告書)の送付があり、平成

22年12月28日現在で当社株式を以下のとおり所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期

会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。　

氏名又は名称 住所 所有株式数
発行済株式総数に対する所有株式

数の割合(％)
株式会社エイチ・アイ・エス 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 7,090,100 10.11

 

（７）【議決権の状況】

 　当第３四半期会計期間末日現在「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22年９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22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） （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）１．「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．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれています。
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②【自己株式等】 

 平成22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（％）

 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
345,623 ―　 345,623 0.49

計 ― 345,623 　― 345,623 0.49

（注）単元未満株の取得による増加であります。

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
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 396 384 405 453 619 665 1,047 955 1,191

最低（円） 353 316 339 360 410 546 657 696 980

　（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の役員の異動はありません。

　

 

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

19/33



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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

22年４月１日から平成22年12月31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・フローその他項目からみて、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妨げ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　　　　　　　　0.05％

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３四半期会計期間末
(平成22年12月31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 14,258,191 7,503,857

営業未収入金 2,668,721 2,364,232

貯蔵品 71,946 83,798

未収入金 14,942 304,572

未収還付消費税等 457,946 －

前払費用 1,592,409 1,082,857

その他 18,748 18,998

貸倒引当金 △3,972 △23,576

流動資産合計 19,078,934 11,334,739

固定資産

有形固定資産

航空機材 2,422,676 2,565,061

減価償却累計額 △1,482,583 △1,484,861

減損損失累計額 △88,390 △147,254

航空機材（純額） 851,702 932,944

建物 698,777 494,694

減価償却累計額 △306,674 △274,158

建物（純額） 392,102 220,535

機械及び装置 1,231,291 1,220,848

減価償却累計額 △458,262 △222,906

機械及び装置（純額） 773,028 997,941

車両運搬具 1,831,343 1,226,650

減価償却累計額 △1,098,052 △1,090,407

減損損失累計額 △1,637 △13,549

車両運搬具（純額） 731,654 122,693

工具、器具及び備品 980,179 902,516

減価償却累計額 △605,345 △577,869

減損損失累計額 △1,693 △2,154

工具、器具及び備品（純額） 373,140 322,492

リース資産 930,150 689,100

減価償却累計額 △90,348 △53,215

リース資産（純額） 839,801 635,885

建設仮勘定 2,127,763 187,225

有形固定資産合計 6,089,193 3,419,719

無形固定資産

商標権 1,785 2,189

ソフトウエア 5,180 7,457

電話加入権 11,145 11,145

無形固定資産合計 18,112 20,792
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31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)

投資その他の資産

関係会社株式 2,100 6,300

長期貸付金 6,296 7,534

敷金及び保証金 2,243,099 1,980,203

長期預け金 4,612,880 3,686,396

長期前払費用 23,251 30,744

その他 3,819 3,819

貸倒引当金 △6,296 △7,534

投資その他の資産合計 6,885,151 5,707,463

固定資産合計 12,992,456 9,147,975

資産合計 32,071,390 20,482,715

負債の部

流動負債

営業未払金 1,915,348 1,408,362

未払金 272,378 23,065

未払費用 647,976 540,273

未払法人税等 4,324,675 61,512

未払消費税等 － 260,560

預り金 79,968 226,041

前受旅客収入金 3,925,277 2,091,967

定期整備引当金 175,296 145,406

その他 61,066 40,544

流動負債合計 11,401,987 4,797,732

固定負債

定期整備引当金 4,165,874 3,297,869

返還整備引当金 653,949 285,015

リース債務 847,369 636,504

資産除去債務 83,782 －

その他 84,796 74,046

固定負債合計 5,835,773 4,293,435

負債合計 17,237,761 9,091,168

純資産の部

株主資本

資本金 4,876,592 4,780,174

資本剰余金 4,009,753 3,913,334

利益剰余金 5,879,254 2,627,578

自己株式 △91,055 △90,991

株主資本合計 14,674,544 11,230,094

新株予約権 159,084 161,451

純資産合計 14,833,629 11,391,546

負債純資産合計 32,071,390 20,482,715
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

事業収益 30,617,988 41,178,029

事業費 26,475,181 30,517,117

事業総利益 4,142,807 10,660,912

販売費及び一般管理費 ※
 1,721,370

※
 1,979,986

営業利益 2,421,437 8,680,925

営業外収益

受取利息 420 1,393

違約金収入 95,902 168,450

その他 55,518 39,996

営業外収益合計 151,841 209,840

営業外費用

支払利息 40,339 46,916

為替差損 256,515 691,281

その他 324 2,618

営業外費用合計 297,180 740,816

経常利益 2,276,098 8,149,948

特別利益

固定資産売却益 45,071 55,841

貸倒引当金戻入額 5,217 22,910

その他 7,276 6,063

特別利益合計 57,566 84,815

特別損失

固定資産除却損 70,043 21,155

固定資産売却損 1,625 134

減損損失 400,089 3,094

その他 1,510 8,286

特別損失合計 473,269 32,671

税引前四半期純利益 1,860,394 8,202,092

法人税、住民税及び事業税 48,404 4,254,854

法人税等合計 48,404 4,254,854

四半期純利益 1,811,990 3,947,238
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

事業収益 9,573,454 14,533,329

事業費 8,812,705 11,120,339

事業総利益 760,748 3,412,989

販売費及び一般管理費 ※
 534,226

※
 626,229

営業利益 226,522 2,786,760

営業外収益

為替差益 31,954 －

違約金収入 － 65,048

その他 15,156 20,346

営業外収益合計 47,111 85,394

営業外費用

支払利息 14,858 17,871

為替差損 － 201,877

その他 48 945

営業外費用合計 14,906 220,693

経常利益 258,727 2,651,461

特別利益

固定資産売却益 5,929 13,919

貸倒引当金戻入額 1,188 －

その他 3,383 1,151

特別利益合計 10,500 15,071

特別損失

固定資産除却損 37,516 2,709

固定資産売却損 1,625 －

減損損失 400,089 －

特別損失合計 439,232 2,709

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △170,004 2,663,823

法人税、住民税及び事業税 5,310 1,468,542

法人税等合計 5,310 1,468,542

四半期純利益又は四半期純損失（△） △175,314 1,195,280
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31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 1,860,394 8,202,092

減価償却費 784,645 796,157

減損損失 400,089 3,094

長期前払費用償却額 25,040 14,203

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,455 △20,841

定期整備引当金の増減額（△は減少） 555,655 897,895

返還整備引当金の増減額（△は減少） △2,164,568 368,934

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 40,339 46,916

為替差損益（△は益） 58,240 636,576

固定資産売却損益（△は益） △43,445 △55,707

固定資産除却損 70,043 21,155

売上債権の増減額（△は増加） 514,077 △304,488

たな卸資産の増減額（△は増加） 216,960 11,851

前払費用の増減額（△は増加） △192,873 △509,692

未収入金の増減額（△は増加） △210,669 252,097

長期預け金の増減額（△は増加） 1,616,472 △926,484

仕入債務の増減額（△は減少） △90,329 506,985

前受旅客収入金の増減額（△は減少） 463,027 1,833,309

未払金の増減額（△は減少） △227,604 57,052

未収消費税等の増減額（△は増加） △198,961 △457,946

未払消費税等の増減額（△は減少） － △260,560

その他の資産の増減額（△は増加） △15,072 △7,087

その他の負債の増減額（△は減少） 71,580 47,496

小計 3,526,167 11,156,966

利息及び配当金の受取額 420 1,393

利息の支払額 △41,755 △46,776

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 3,460,873 11,087,419

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 △577,101 △3,010,608

有形固定資産の売却による収入 49,543 130,268

敷金及び保証金の差入による支出 △433,176 △518,928

敷金及び保証金の回収による収入 290,272 3,192

貸付金の回収による収入 1,237 1,237

関係会社の整理による収入 － 2,951

投資活動によるキャッシュ・フロー △669,223 △3,391,886

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 － 152,606

自己株式の取得による支出 － △63

リース債務の返済による支出 △15,736 △20,260

配当金の支払額 － △689,744

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,736 △557,461

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,075 △383,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,767,838 6,754,333

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 ※
 5,835,236

※
 14,258,191
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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３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31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

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5,171千円減少し、四半期純利益が

8,642千円減少しております。　

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31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。
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【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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31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 460,182千円

広告宣伝費 81,962 

給与手当等 427,943 

支払手数料 297,622 

販売手数料 474,364千円

広告宣伝費 86,322 

給与手当等 481,336 

支払手数料 401,910 

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31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 130,145千円

広告宣伝費 28,252 

給与手当等 128,470 

支払手数料 109,006 

販売手数料 156,297千円

広告宣伝費 31,706 

給与手当等 140,991 

支払手数料 145,601 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31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 5,835,236 千円

現金及び現金同等物 5,835,236 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 14,258,191 千円

現金及び現金同等物 14,258,191 千円

 

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年

12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　70,461,900株　　　
 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　 　　　345,623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　　159,084千円
 
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 695,562 10 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

 　該当事項はありません
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（有価証券関係）

　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

当第３四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。

　

（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。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四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　　16,175千円

 

２．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

　　該当事項はありません。 

  

（資産除去債務関係）

　当第３四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。　

　

（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３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 209.29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又は1株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 26.06円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
25.98円

１株当たり四半期純利益金額 56.61円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
55.46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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益（千円） 1,811,990 3,947,238

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） 1,811,990 3,947,238

期中平均株式数（株） 69,540,200 69,727,688

　 　 　

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) 208,227 1,444,362

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

　――――――― ―――――――
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前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △2.52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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期利益金額 17.08円

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額　
16.64円

　

（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益又は純損失金額(△) 　 　

四半期純利益又は純損失(△)（千円） △175,314 1,195,280

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又は純損失(△)（千円） △175,314 1,195,280

期中平均株式数（株） 69,540,200 69,970,650

　 　 　

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) － 1,858,431

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）

　該当事項はありません。

 

（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。 
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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22年２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 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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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23年２月９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３四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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。

　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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