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東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成23年12月21日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。今後とも、より一

層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また最近の決算情報等につきまして別添のとおり

であります。 

【単 体】                               （単位：百万円、％） 

平成24年３月期 

（予想） 

平成24年３月期 
第２四半期累計期間 

（実績） 

平成23年３月期 
（実績） 

 
決 算 期 

 
項 目 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

営 業 収 入 22,931 100.0 126.1 10,305 100.0 18,186 100.0 

営 業 利 益 1,022 4.5 66.6 309 3.0 1,536 8.4 

経 常 利 益 922 4.0 83.2 107 1.0 1,109 6.1 

当期（四半期）純利益 904 3.9 111.5 94 0.9 811 4.5 

１ 株 当 た り 当 期 
（四半期）純利益 

694 円 69 銭 75 円 8 銭 
６円 42 銭 

（642円23銭） 

１株当たり配当金  0円00銭  0円00銭  0円00銭 

(注) １.当社は連結財務諸表を作成しておりません。 

２.平成23年３月期（実績）及び平成24年３月期第２四半期累計期間（実績）の１株当たり当期純利

益は、期中平均発行済株式数により算出しております。 

３.平成24年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募予定株式数（140,000株）を含めた予

定期中平均発行済株式数により算出しております。なお、当該株式数には、オーバーアロットメ

ントによる売出しに関連する第三者割当増資分（最大30,000株）は含まれておりません。 

４.平成23年７月29日付で100株を１株にする株式の併合を行っております。そこで、当該株式併合

に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移は（ ）内に記載しており

ます。 

以上 

 

 

 

 
 本資料に記載されている当社の当期の業績見通しは、本資料の日付時点において入手可能な情報に
よる判断及び仮定を前提にしており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。 
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 (百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 
（１）経営成績(累計) 

(％表示は、対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 24年３月期第２四半期 10,305 13.9 309 △68.0 107 △81.8 94 △83.8 

 23年３月期第２四半期 9,051 ― 966 ― 590 ― 583 ― 

 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭 

 24年３月期第２四半期 75 08 ―  

 23年３月期第２四半期 ４ 62 ―  

（注）１．平成22年３月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成23年３月期第２四
半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

２．当社は平成23年７月29日付で100株を１株にする株式の併合を行っております。詳細については、「（ご
参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧下さい。 

    ３. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権が存在するものの、当社株式は平成24
年３月期第２四半期においては非上場であり期中平均株価を把握できないため記載しておりません。 

 
（２）財政状態 
 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 線 

24年３月期第２四半期 9,209 2,619 28.4 2,074 43 

23年３月期 7,515 2,574 34.3 19 96 

 (参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 2,619百万円 23年３月期 2,574百万円 
（注） 当社は平成23年７月29日付で100株を１株にする株式の併合を行っております。詳細については、「（ご

参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧下さい。 
 
２．配当の状況 

年間配当金 
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 
 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

 23年３月期 ―  0 00 ―  0 00 0 00 

 24年３月期 ―  0 00       

 24年３月期(予想)     ―  0 00 0 00 

（注）１．当四半期における配当予想からの修正の有無 ： 無 
   ２．当社は平成23年７月29日付で100株を１株にする株式の併合を行っております。詳細については、「（ご

参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧下さい。 
 
３．平成24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日) 

(％表示は、対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期 22,931 26.1 1,022 △33.5 922 △16.8 904 11.5 694 69 

(注)１．当四半期における業績予想の修正の有無 ： 無 
２．平成24年３月期の業績予想における１株当たり当期純利益は、公募予定株式数（140,000株）を含めた予

定期中平均発行済株式数により算出しております。なお、当該株式数には、オーバーアロットメントに
よる売出しに関連する第三者割当増資分（最大30,000株）は含まれておりません。 



  

 

 

４．その他 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用   ： 無 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更     ： 有 

  ② ①以外の会計方針の変更            ： 無 

  ③ 会計上の見積りの変更             ： 無 

  ④ 修正再表示                  ： 無 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  24年３月期２Ｑ 1,262,820株  23年３月期 124,482,000株 

  ② 期末自己株式数  24年３月期２Ｑ ―株  23年３月期 ―株 

  ③ 期中平均株式数（四半期累計)  24年３月期２Ｑ 1,261,738株  23年３月期２Ｑ 124,482,000株 

（注） 当社は平成23年７月29日付で100株を１株にする株式の併合を行っております。詳細については、「（ご

参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧下さい。 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、

平成23年11月８日付で、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー報告書を受領しており

ます。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び

合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な

る可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に

ついては、添付資料P２「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

 

 

（ご参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正 

当社は平成23年７月29日付で100株を１株にする株式の併合を行っております。当該株式併合が

前事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合及び当事業年度の開始の日に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報等は、以下のとおりであります。 

（１）１株当たり四半期純利益 

 １株当たり四半期純利益 

 

平成24年３月期第２四半期 

円 

75 

銭 

08 

平成23年３月期第２四半期 462 13 

（２）１株当たり純資産 

 １株当たり四半期純資産 

 円 銭 

平成24年３月期第２四半期 2,074 43 

平成23年３月期 1,995 94 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

    ①期末発行済株式数（自己株式を含む）  24年３月期２Ｑ 1,262,820株  23年３月期 1,244,820株 

    ②期末自己株式数  24年３月期２Ｑ ―株  23年３月期 ―株 

    ③期中平均株式数（四半期累計)  24年３月期２Ｑ 1,261,738株  23年３月期２Ｑ 1,244,820株 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から設備投資や住宅投

資などに持ち直しの動きは見られるものの、円高の長期化や海外経済の減速懸念により、個人消費や雇用・所

得環境は引き続き厳しい状況にあるなど、景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社は、従来の北九州－羽田線１日11往復（22便）、羽田－関空線１日４往復（８

便）に加え、７月から北九州－羽田線を１往復（２便）増便するとともに、新たに福岡－羽田線に１日５往復

（10便）就航し、合計１日21往復（42便）の国内旅客定期便の運航体制を構築いたしました。また、羽田空港

でのデルタ航空、北九州空港でのチェジュ航空や揚子江快運航空の空港ハンドリング業務の受託のほか、北九

州空港でのシンガポール航空や大韓航空による大型貨物機の空港ハンドリング業務に取り組むなど、将来の事

業拡大に向けた取り組みを積極的に行ってまいりました。設備・施設面におきましても、福岡－羽田線就航に

より、航空機６機体制にするとともに、訓練センターの北九州空港島内設置ならびにＡ320型式のフルフライ

ト・シミュレーターの導入を決定するなど、今後の事業規模拡大に向けた体制の構築に取り組んでまいりまし

た。さらに、今後の事業展開に係る資金需要に対して、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに

資金効率の向上を図るため、融資枠20億円のコミットメントライン契約を締結するなど、財務基盤の強化を図

ってまいりました。 

運航状況につきましては、就航率は99.3%と高い水準を維持いたしましたが、定時出発率は91.4%となりまし

た。 

旅客状況につきましては、東日本大震災等の影響による既存路線の旅客数の減少はあったものの、７月から

の福岡－羽田線の就航により、旅客数は41万5千人、利用率は65.8%となりました。 

貨物事業における貨物輸送重量につきましては、福岡－羽田線においても７月より貨物輸送を開始したこと

により、6,186トンとなりました。 

また、費用面につきましては、原油価格の高騰による燃料費の増加や福岡－羽田線運航に伴う航空機材費、

や人件費などの増加により、営業費用は9,996百万円（前年同四半期比23.6％増）となりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の営業収入は、10,305百万円（前年同四半期比13.9％増）、営業利益

は309百万円（前年同四半期比68.0％減）となりました。また、円高による為替差損を営業外費用として計上し

たことなどにより、経常利益は107百万円（前年同四半期比81.8％減）、四半期純利益は94百万円（前年同四半

期比83.8％減）となりました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の資産合計は9,209百万円となり、前事業年度末に比べ1,694百万円増加いたしま

した。 

内訳としましては、福岡－羽田線の就航に伴う営業未収入金ならびに前渡金の増加によるその他流動資産

の増加等により流動資産が397百万円増加したほか、航空機購入のための建設仮勘定が増加したことなどに

より有形固定資産が1,367百万円増加したためであります。 

当第２四半期会計期間末の負債合計は6,590百万円となり、前事業年度末に比べ1,649百万円増加いたしま

した。 
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内訳としましては、主に固定負債が1,223百万円増加したためであり、固定負債の主な増加要因は、長期

借入金の1,048百万円の増加であります。 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は2,619百万円となり、前事業年度末に比べ45百万円増加いたしま

した。これは、四半期純利益の計上により株主資本が94百万円増加したことなどによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況の分析 

当第２四半期累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが416百万円のキャッシュ・アウトフロー、

投資活動によるキャッシュ・フローが1,484百万円のキャッシュ・アウトフローとなる一方で、財務活動に

よるキャッシュ・フローが1,477百万円のキャッシュ・インフローとなり、全体で451百万円のキャッシュ・

アウトフローとなり、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は前事業年度末に比べ

451百万円減少し、3,118百万円となりました。 

当第２四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益100百万円か

ら、売上債権の増加385百万円、前渡金の増加によるその他の流動資産の増加298百万円を控除する一方で、

仕入債務の増加209百万円等を計上したことにより、416百万円（前年同四半期は363百万円のキャッシ

ュ・インフロー）のキャッシュ・アウトフローとなりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出

1,437百万円等を主な要因として、1,484百万円（前年同四半期は141百万円のキャッシュ・アウトフロ

ー）のキャッシュ・アウトフローとなりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入2,150百万

円を計上する一方で、長期借入金の返済655百万円があったことを主な要因として、1,477百万円（前年同

四半期は796百万円のキャッシュ・インフロー）のキャッシュ・インフローとなりました。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

今後の国内経済の見通しにつきましては、一部で企業収益の改善がみられるものの、欧州におけるソブリン

リスクの高まり、円高水準の継続、原油価格の高騰等により、先行きは不透明な状態であり、依然として厳し

い状況が予測されます。 

このような状況の中、平成24年３月期の見通しにつきましては、東日本大震災後、特に第一四半期における

旅客数の減少があったものの、平成23年７月からの福岡－羽田線の就航により、営業収入は22,931百万円（前

期比26.1％増）となることを見込んでおります。利益面では、引き続き徹底したコスト削減を行う予定であり

ますが、東日本大震災後の旅客数減少に伴う収入減、７月からの福岡－羽田線就航準備のために就航前である

当期初から当該路線運航に係る航空機材賃借料、人件費、設備賃借料等の先行費用が発生したこと、並びに原

油価格の高騰による燃料費の増加等により、営業利益は1,022百万円（前期比33.5％減）、経常利益は922百

万円（前期比16.8％減）、当期利益は904百万円（前期比11.5％増）となる見通しです。 
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なお、現在の業績は東日本大震災の影響もあり、以下の通りとなっております。 

 (単位：千円) 

第９期事業年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期 

営業収入 4,127,172 4,923,835 4,653,642 4,481,371 18,186,022 

営業総利益 510,823 1,188,182 929,281 426,192 3,054,479 

営業利益又は営業損失（△） 167,318 799,310 570,661 △676 1,536,614 

経常利益又は経常損失（△） △65,498 655,570 465,461 53,886 1,109,419 

四半期（当期）純利益又は 

四半期純損失（△） 
△70,661 654,242 464,604 △237,159 811,026 

（注） 上表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（単位：千円） 

第10期事業年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日） 

 

第１四半期 第２四半期 

営業収入 3,919,197 6,386,380 

営業総利益又は 

営業総損失（△） 
△179,074 1,404,133 

営業利益又は営業損失（△） △612,638 922,031 

経常利益又は経常損失（△） △677,923 785,502 

四半期純利益又は 

四半期純損失（△） 
△687,744 782,552 

（注） 上表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22

年６月30日）および「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月

30日）を適用しております。 

当社は、平成23年７月29日付で株式併合を行いましたが、当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと

仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

なお、これによる影響はありません。 

 

（３）追加情報 

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。
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３．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

 

                     (単位：千円)  

 
前事業年度 

（平成23年３月31日） 
当第２四半期会計期間 
（平成23年９月30日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,644,113 3,187,903 

  営業未収入金 953,021 1,339,016 

  商品 13,851 10,839 

  貯蔵品 180,937 183,563 

  その他 843,947 1,311,475 

  貸倒引当金 △1,652 △1,363 

  流動資産合計 5,634,218 6,031,435 

 固定資産   

  有形固定資産   

建設仮勘定 63,353 1,102,231 

その他 853,037 1,181,333 

有形固定資産合計 916,390 2,283,564 

  無形固定資産 159,009 185,711 

  投資その他の資産   

   差入保証金 758,816 669,829 

   その他 47,032 39,200 

   投資その他の資産合計 805,848 709,029 

  固定資産合計 1,881,248 3,178,305 

 資産合計 7,515,466 9,209,740 
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(単位：千円) 

 
前事業年度 

（平成23年３月31日） 
当第２四半期会計期間 
（平成23年９月30日） 

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 811,107 1,021,006 

１年内返済予定の長期借入金 887,720 1,333,930 

  未払金 947,931 679,288 

  未払法人税等 19,044 17,775 

  ポイント引当金 3,647 3,673 

  デリバティブ債務 359,288 350,009 

  その他 84,039 133,076 

  流動負債合計 3,112,779 3,538,759 

 固定負債   

  長期借入金 1,228,420 2,277,010 

  定期整備引当金 299,761 284,344 

  その他 299,923 489,995 

  固定負債合計 1,828,105 3,051,350 

 負債合計 4,940,884 6,590,110 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,000,000 1,000,000 

  資本剰余金 763,555 763,555 

  利益剰余金 811,026 905,833 

  株主資本合計 2,574,581 2,669,389 

 評価・換算差額等   

  繰延ヘッジ損益 ― △49,759 

  評価・換算差額等合計 ― △49,759 

 純資産合計 2,574,581 2,619,630 

負債純資産合計 7,515,466 9,209,740 
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（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

 営業収入 9,051,008 10,305,577 

 事業費 7,352,002 9,080,518 

 営業総利益 1,699,005 1,225,058 

 販売費及び一般管理費 732,376 915,666 

 営業利益 966,629 309,392 

 営業外収益   

  受取利息及び配当金 335 529 

  デリバティブ評価益 ― 59,037 

  業務受託手数料 4,442 4,859 

  その他 1,754 7,621 

  営業外収益合計 6,533 72,048 

 営業外費用   

  支払利息 10,483 37,496 

  為替差損 261,428 216,364 

  デリバティブ評価損 104,691 ― 

  その他 6,486 20,000 

  営業外費用合計 383,090 273,861 

 経常利益 590,072 107,578 

 特別損失   

  固定資産除却損 ― 7,254 

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,663 ― 

  特別損失合計 1,663 7,254 

 税引前四半期純利益 588,408 100,324 

 法人税、住民税及び事業税 5,568 5,516 

 法人税等調整額 △741 ― 

 法人税等合計 4,827 5,516 

 四半期純利益 583,581 94,807 
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23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  588,408 100,324 

 減価償却費  81,095 124,236 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  614 △288 

 定期整備引当金の増減額（△は減少）  ― △15,417 

 ポイント引当金の増減額（△は減少）  △1,171 25 

 受取利息及び受取配当金  △335 △529 

 支払利息  10,483 37,496 

 為替差損益(△は益)  96,202 87,965 

 デリバティブ評価損益(△は益)  104,691 △59,037 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  1,663 ― 

 固定資産除却損  ― 7,254 

 売上債権の増減額(△は増加)  △180,640 △385,995 

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △60,326 385 

 未収消費税等の増減額（△は増加）  ― △138,774 

 その他の流動資産の増減額（△は増加）  47,055 △298,137 

 仕入債務の増減額(△は減少)  △77,986 209,898 

 未払金の増減額(△は減少)  △126,199 △7,036 

 その他  △104,174 △29,082 

 小計  379,382 △366,712 

 利息及び配当金の受取額  318 521 

 利息の支払額  △11,873 △39,345 

 法人税等の支払額  △4,811 △10,645 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  363,016 △416,182 

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  △21,096 △1,437,449 

 無形固定資産の取得による支出  △12,037 △80,340 

 固定資産の除却による支出  △2,068 ― 

 差入保証金の差入れによる支出  △142,405 △18,100 

 差入保証金の返還による収入  35,717 50,824 

 その他  498 498 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △141,392 △1,484,567 

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）  △100,000 ― 

 長期借入れによる収入  1,100,000 2,150,000 

 長期借入金の返済による支出  △200,400 △655,200 

 その他  △3,053 △17,451 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  796,546 1,477,348 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △23,765 △27,722 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  994,405 △451,124 
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現金及び現金同等物の期首残高  1,821,222 3,569,200 

現金及び現金同等物の四半期末残高  2,815,627 3,118,075 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

当社は、航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。また、経営資源の配分の決

定や業績評価は、当社全体で行っております。したがって、事業セグメントは単一であるため、セグメント情

報の記載を省略しております。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 


