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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16期
第１四半期
累計期間

第17期
第１四半期
累計期間

第16期

会計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日

自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

事業収益（百万円） 16,125 19,155 80,255

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
1,686 △896 15,747

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円）
824 △1,050 7,705

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
― ― ―

資本金（百万円） 14,109 14,173 14,170

発行済株式総数（株） 90,843,900 91,259,500 91,242,900

純資産額（百万円） 35,805 41,892 42,882

総資産額（百万円） 54,708 65,601 67,736

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

10.70 △11.55 88.17

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
10.49 ― 86.82

１株当たり配当額（円） ― ― ―

自己資本比率（％） 65.1 63.4 63.0

　（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17期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失金額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。

　　　　５. 第17期第１四半期累計期間より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、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。

EDINET提出書類

スカイマーク株式会社(E04279)

四半期報告書

 2/16



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、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。　

　

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

契約の種類 契約の内容 契約相手先 リース期間 航空機 導入時期

航空機材リース

契約

航空機材の

リース

Intrepid Aviation

Group,LLC an affiliate

or nominee

10年
Airbus社製A330-300

型機４機

平成26年から平

成27年

　　 

３【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、当四半期会計期間の末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１四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩や

かな回復がみられました。しかしながら、ギリシャ等の欧州の一部の国々における債務危機が長期化しており、海外経

済の下振れ懸念は依然として解消されない状況が続いております。

航空業界におきましては、東日本大震災後の消費の自粛ムードの反動により、旅客需要は底堅く推移いたしました。

一方、原油価格につきましては、徐々に低下したものの、依然として高い水準にとどまっております。また、国内新規LCC

の営業も本格化し、航空各社の旅客獲得競争はますます激しくなっております。

このような事業環境におきまして、当社は当第１四半期会計期間に、Boeing737-800型機を１機導入し、合計27機の運

航体制となりました。また、東京（羽田）＝神戸線、大阪（関西）＝札幌（新千歳）線、大阪（関西）＝那覇線の増便を

行い、国内運航路線の拡充を図りました。

旅客運送事業につきましては、増便による提供座席の増加（前年同期比35.8%増）と、旅客数の増加（前年同期比

18.8%増）により、事業収益は、19,155百万円（前年同期比18.8%増）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り燃料関連費が大幅に増加（前年同期比48.4%

増）したのを始め、空港使用料、航空機材費、整備費等も便数の増加に概ね比例する形で増加しました。また、本社移転

や支店増加等に伴い、生産部門における賃借料が増加し、結果として事業費総額は18,213百万円（前年同期比36.4%

増）となりました。

販売費及び一般管理費は、株式報酬型ストックオプションの発行に伴う株式報酬費用の増加、販売量増加によるカー

ド会社やコンビニエンスストアへの支払手数料の増加、貸倒引当金繰入額の増加等により、885百万円（前年同期比

16.6%増）となりました。

これらの結果、営業利益は56百万円（前年同期2,012百万円）、経常損失は896百万円（前年同期 経常利益1,686百万

円）、四半期純損失は1,050百万円（前年同期 四半期純利益824百万円）となりました。

　

（2）財政状態の分析　

　当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて2,135百万円減少し、65,601百万円となりました。これ

は主に、現金及び預金の減少9,793百万円、営業未収入金の増加1,707百万円、前払費用の増加794百万円、有形固定資産

の増加3,106百万円、敷金及び保証金の増加1,550百万円によるものであります。

　負債合計は、前事業年度末に比べて1,145百万円減少し、23,708百万円となりました。これは主に、未払法人税等の減少

4,931百万円、前受旅客収入金の増加3,290百万円、定期整備引当金の増加429百万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て990百万円減少し、41,892百万円となりました。これは主に、当四半期純損失

1,050百万円の計上による減少によるものであります。

　 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、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。

　 

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

（5）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
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　当社を取り巻く事業環境は、想定困難な原油価格情勢、為替変動、個人消費動向等の外部要因により大きく変動する

状況にあります。

　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、弾力的に検討し、機動的に実施する方針であります。

　

（6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当第１四半期会計期間において、設備投資計画に基づくAirbus社製A380型機購入前払金、その他の設備投資及び納税

等の資金需要が旺盛であったことから現金及び預金が9,793百万円減少しております。

　　

（7）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めておりますが、昨

今の経済情勢、少子高齢化の進行等、当社を取り巻く事業環境は、楽観視できない状況が続く事が予想されます。

　そのような状況の中、国際線に参入することにより、積極的な事業展開を予定しております。また、国内線につきまし

ては、Airbus社製A330型機の導入による主要路線の収益基盤強化及び成田路線を始めとした国内路線網の拡充によ

り、成長資金の確保と強固な財務基盤を確立してまいります。

　事業拡大に伴い、今後更なる従業員の増加を見込んでおりますが、従業員の教育に注力し、国際線においても国内線

同様、安全運航を行います。また、各従業員が複合的に業務を行う事により、座席キロ当たりコストを抑え、国際線にお

いても価格競争力のあるサービスを提供してまいります。 
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第３【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１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数
（株）
（平成24年８月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 91,259,500 91,263,500
東京証券取引所

マザーズ

1単元の株式数

100株　

計 91,259,500 91,263,500 ― ―

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24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。

（２）【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　決議年月日 平成24年6月20日

　新株予約権の数（個） 454

　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） 　　　45,400（注１）

　新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

　新株予約権の行使期間 自　平成24年６月25日

至　平成54年６月22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　　　564（注２）

資本組入額    282

　新株予約権の行使の条件 （注３）

　新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要するものとする。

　代用払込みに関する事項 ―

　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４）

　

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行わ

れ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、

合理的な範囲内の株式数を調整することができる。

２ 発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。

３ ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下「権利行使開始日」

　という。）から１年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

　②上記①にかかわらず平成54年６月21日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、そ

の翌日以降新株予約権を行使できるものとする。

　③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。

４ 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合

には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併よる設立する株式会社

②吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
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③新設分割

新設分割により設立する株式会社

④株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

株式移転により設立する株式会社　

　

（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

（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24年４月１日～

平成24年６月30日

(注1)

16,60091,259,500 2 14,173 2 13,306

（注1）新株予約権の行使による増加であります。

（注2）平成24年７月１日から平成24年７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4,000株増加

しており、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の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24年３月31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24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） （普通株式）345,600 ― 単元株式数100株

完全議決権株式（その他）
（普通株式）

90,888,600
908,886単元株式数100株

単元未満株式 （普通株式） 　8,700 ― ―

発行済株式総数 91,242,900 ― ―

総株主の議決権 ― 908,886 ―

（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」欄の普通株式には自己株式24株が含まれています。　

②【自己株式等】

 平成24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（％）

 スカイマーク株式会社
東京都大田区羽田空

港三丁目５番７号
345,600 ― 345,600 0.38

計 ― 345,600 ― 345,600 0.38

　

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

(1) 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）に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりました

が、当第１四半期会計期間及び当第１四半期累計期間より百万円単位で記載することに変更しました。

　

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、第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６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　　　　　　　　0.00％

売上高基準　　　　　　　0.16％

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：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 30,648 20,855

営業未収入金 4,118 5,825

貯蔵品 72 73

未収入金 371 357

未収還付消費税等 145 181

前払費用 2,493 3,288

繰延税金資産 1,007 900

その他 57 38

貸倒引当金 △0 △26

流動資産合計 38,913 31,494

固定資産

有形固定資産

航空機材 4,334 4,660

減価償却累計額 △2,224 △2,390

減損損失累計額 △82 △81

航空機材（純額） 2,027 2,188

建物 1,826 2,181

減価償却累計額 △439 △482

建物（純額） 1,386 1,698

構築物 19 19

減価償却累計額 △1 △2

構築物（純額） 18 17

機械及び装置 2,280 2,280

減価償却累計額 △1,132 △1,221

機械及び装置（純額） 1,147 1,058

車両運搬具 2,946 3,260

減価償却累計額 △1,903 △2,090

減損損失累計額 △1 △1

車両運搬具（純額） 1,041 1,167

工具、器具及び備品 1,192 1,245

減価償却累計額 △799 △837

減損損失累計額 △1 △1

工具、器具及び備品（純額） 391 406

リース資産 945 945

減価償却累計額 △171 △187

リース資産（純額） 774 757

建設仮勘定 10,909 13,507

有形固定資産合計 17,696 20,803

無形固定資産 63 61

投資その他の資産

関係会社株式 2 2

長期貸付金 4 3

敷金及び保証金 3,159 4,710

長期預け金 7,853 8,442

長期前払費用 20 60

その他 26 26

貸倒引当金 △4 △3
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

投資その他の資産合計 11,062 13,241

固定資産合計 28,823 34,107

資産合計 67,736 65,601

負債の部

流動負債

営業未払金 2,680 2,655

未払金 622 694

未払費用 1,085 1,018

未払法人税等 4,972 41

預り金 410 187

前受旅客収入金 4,737 8,027

定期整備引当金 256 436

その他 71 58

流動負債合計 14,837 13,121

固定負債

定期整備引当金 7,313 7,562

返還整備引当金 1,602 1,801

資産除去債務 137 236

リース債務 808 796

繰延税金負債 43 77

その他 111 111

固定負債合計 10,016 10,587

負債合計 24,854 23,708

純資産の部

株主資本

資本金 14,170 14,173

資本剰余金

資本準備金 13,303 13,306

資本剰余金合計 13,303 13,306

利益剰余金

繰越利益剰余金 15,258 14,208

利益剰余金合計 15,258 14,208

自己株式 △91 △91

株主資本合計 42,641 41,597

新株予約権 241 295

純資産合計 42,882 41,892

負債純資産合計 67,736 65,601
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

事業収益 16,125 19,155

事業費 13,353 18,213

事業総利益 2,771 941

販売費及び一般管理費 759 885

営業利益 2,012 56

営業外収益

受取利息 1 0

違約金収入 107 91

その他 13 24

営業外収益合計 122 117

営業外費用

支払利息 19 18

株式交付費 94 －

為替差損 333 1,048

その他 0 3

営業外費用合計 448 1,070

経常利益又は経常損失（△） 1,686 △896

特別利益

固定資産売却益 1 1

新株予約権戻入益 0 0

特別利益合計 2 1

特別損失

固定資産除却損 0 2

固定資産圧縮損 2 －

特別損失合計 3 2

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 1,685 △897

法人税、住民税及び事業税 674 10

法人税等調整額 185 142

法人税等合計 860 152

四半期純利益又は四半期純損失（△） 824 △1,050
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の営業利益は11百万円増加し、経常損失及び税引前四半期

純損失はそれぞれ11百万円減少しております。

　

【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）

　　該当事項はありません。

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 420百万円 553百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．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

（百万円）

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月22日

定時株主総会
普通株式 704 10 平成23年３月31日平成23年６月23日利益剰余金

　　

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　当社は、平成23年６月１日を払込期日とする一般募集による新株式発行を実施し、資本金及び資本準備金が

それぞれ7,914百万円増加しております。

　また、平成23年６月21日付で、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社から第三者割当増資の払込みを受

け、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,235百万円増加しております。

　この結果、第１四半期累計期間における新株予約権の行使による増加額を含め、当第１四半期会計期間末に

おいて資本金が14,109百万円、資本準備金が13,242百万円となっております。　

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

　　

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　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。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　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。

　　

（１株当たり情報）

　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及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失

金額（△）
10円70銭 △11円55銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円）
824 △1,050

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（百万円）
824 △1,050

普通株式の期中平均株式数（株） 77,081,698 90,907,601

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 10円49銭 －

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

（うち支払利息（税額相当額控除後）

（百万円））
－ －

普通株式増加数（株） 1,502,934 －

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

－ －

　（注）当第１四半期累計期間の潜在株式調整後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金額であるため、記載しておりません。

　　

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８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24年４月１日から平成25年３月31日までの第17期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平

成24年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６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注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任　

　経営者の責任は、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四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　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24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績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。

　

利害関係　

　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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