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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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3四半期 58,656 42.4 12,058 38.9 11,154 36.9 5,533 40.2
23年3月期第3四半期 41,178 34.5 8,680 258.5 8,149 258.1 3,947 117.8

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3四半期 64.16 63.09
23年3月期第3四半期 56.61 55.46

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 61,579 40,665 65.7
23年3月期 37,357 17,359 46.1
（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  40,453百万円 23年3月期  17,204百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
現時点において、平成24年3月期の期末配当予想額は未定であります。 

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） ― ―

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） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 81,800 41.0 17,000 51.8 16,000 45.9 8,800 39.1 99.38

.



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 91,198,700 株 23年3月期 70,813,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 345,623 株 23年3月期 345,623 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 86,243,202 株 23年3月期3Q 69,727,688 株

※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、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。1株当たり当期純利益は、「第3四半期の期中平均株式数」と「第3四半期末発行済株式数」の平
均値を採用しております。その他の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、四半期決算短信(添付資料)Ｐ．2
「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四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り依然として厳しい状況にあるなかで、

復興に向けて緩やかな持ち直しの動きがみられました。一方で欧州の一部の国々における財政の先行き不安が高ま

っており、米国の景気も本格的な回復がみられないことから、急激に円高が進行しました。今後の為替の変動等に

よっては、景気が下振れするリスクが存在することから、日本経済の本格的な回復には依然として不透明な状況が

続いております。 

航空業界におきましては、震災の影響による消費の自粛ムードが薄れ、国内旅客需要に回復の動きがみられまし

た。一方で、原油価格は前年よりも上昇しており、経営環境は不安定さを増しております。  

このような事業環境におきまして、当社は第３四半期会計期間に、Boeing737-800型機を２機導入し、合計22機

の運航体制となりました。また、成田空港支店を新たに開設し、旭川、新千歳、那覇へ就航いたしました。さら

に、年末においては羽田＝鹿児島線、羽田＝北九州線の増便を実施いたしました。 

旅客運送事業につきましては、増便、新規路線開設による提供座席数の増加（前年同期比48.2%増）、それに伴

う旅客数の増加（前年同期比42.3%増）により、事業収益は58,656百万円（前年同期比42.4%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る燃料関連費の増加（前年同期比52.3% 

増）に加え、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、事業費総額は44,130百

万円（前年同期比44.6%増）となりました。一方、販売費及び一般管理費は、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や、採用増に伴う人件費の増加がありましたが、総額では2,468百万円 

（前年同期比24.7%増）にとどまりました。 

 これらの結果、営業利益は12,058百万円（前年同期比38.9%増)、経常利益は11,154百万円（前年同期比36.9%

増)、四半期純利益は5,533百万円（前年同期比40.2%増）と大幅に増加いたしました。   

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の資産合計は前事業年度末に比べ24,222百万円増加し、61,579百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金の増加13,095百万円、有形固定資産の増加8,421百万円、長期預け金の増加1,501百万円に

よるものであります。 

 負債合計は前事業年度末に比べ917百万円増加し、20,914百万円となりました。これは主に前受旅客収入金の 

増加2,064百万円、定期整備引当金の増加1,531百万円、未払金の増加415百万円、および未払法人税等の減少3,321

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23,305百万円増加し、40,665百万円となりました。これは主に増資等による資

本金の増加9,210百万円、資本剰余金の増加9,210百万円、利益剰余金の増加4,828百万円によるものであります。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期の業績は順調に推移しており、平成23年10月19日に公表した業績予想に変更はございません。 

 しかしながら、経済情勢や為替相場、原油価格の大きな変動等、外部環境に著しい変化が生じた場合には、状況

を勘案して信頼性の高い業績数値を見込める段階で、速やかに業績予想の修正を公表いたします。  

   

（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 

該当事項はありません。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,412,600 29,507,890

営業未収入金 2,831,865 3,199,868

貯蔵品 77,982 69,886

未収入金 229,668 61,957

未収還付消費税等 － 71,380

前払費用 1,596,519 2,406,362

繰延税金資産 1,193,037 1,082,360

その他 18,041 28,928

貸倒引当金 △4,215 △710

流動資産合計 22,355,499 36,427,925

固定資産   

有形固定資産   

航空機材 2,590,586 4,216,230

減価償却累計額 △1,564,456 △2,013,869

減損損失累計額 △87,653 △83,257

航空機材（純額） 938,476 2,119,103

建物 720,630 1,788,584

減価償却累計額 △328,274 △399,394

建物（純額） 392,355 1,389,189

構築物 － 19,601

減価償却累計額 － △306

構築物（純額） － 19,295

機械及び装置 2,257,525 2,259,408

減価償却累計額 △617,471 △1,002,670

機械及び装置（純額） 1,640,053 1,256,737

車両運搬具 1,979,494 2,487,713

減価償却累計額 △1,247,082 △1,678,444

減損損失累計額 △1,637 △1,637

車両運搬具（純額） 730,774 807,631

工具、器具及び備品 1,004,017 1,152,277

減価償却累計額 △641,339 △743,977

減損損失累計額 △1,693 △1,693

工具、器具及び備品（純額） 360,984 406,606

リース資産 945,440 945,440

減価償却累計額 △106,105 △154,906

リース資産（純額） 839,334 790,533

建設仮勘定 2,465,399 9,000,105

有形固定資産合計 7,367,379 15,789,203

無形固定資産 49,748 46,908

投資その他の資産   

関係会社株式 2,100 2,100

長期貸付金 5,939 4,702

敷金及び保証金 2,305,192 2,524,436

長期預け金 5,255,275 6,757,034

長期前払費用 19,233 29,652

その他 2,674 2,674
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

貸倒引当金 △5,939 △4,702

投資その他の資産合計 7,584,476 9,315,898

固定資産合計 15,001,604 25,152,010

資産合計 37,357,103 61,579,935

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,162,593 2,357,197

未払金 107,144 522,201

未払費用 778,779 879,969

未払法人税等 5,963,579 2,642,096

未払消費税等 391,832 －

預り金 293,130 54,567

前受旅客収入金 3,335,223 5,399,565

定期整備引当金 604,846 272,698

その他 62,593 72,522

流動負債合計 13,699,722 12,200,817

固定負債   

定期整備引当金 4,411,044 6,274,286

返還整備引当金 828,644 1,318,968

資産除去債務 89,543 142,660

リース債務 850,919 819,210

繰延税金負債 32,171 45,649

その他 85,546 113,246

固定負債合計 6,297,869 8,714,023

負債合計 19,997,592 20,914,840

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,952,278 14,162,363

資本剰余金 4,085,439 13,295,523

利益剰余金 8,257,958 13,086,310

自己株式 △91,055 △91,055

株主資本合計 17,204,621 40,453,142

新株予約権 154,889 211,952

純資産合計 17,359,510 40,665,095

負債純資産合計 37,357,103 61,579,935
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

事業収益 41,178,029 58,656,898

事業費 30,517,117 44,130,088

事業総利益 10,660,912 14,526,809

販売費及び一般管理費 1,979,986 2,468,660

営業利益 8,680,925 12,058,148

営業外収益   

受取利息 1,393 4,817

違約金収入 168,450 293,977

その他 39,996 83,866

営業外収益合計 209,840 382,662

営業外費用   

支払利息 46,916 57,711

株式交付費 － 94,725

為替差損 691,281 1,131,761

その他 2,618 1,896

営業外費用合計 740,816 1,286,095

経常利益 8,149,948 11,154,715

特別利益   

固定資産売却益 55,841 2,616

貸倒引当金戻入額 22,910 －

新株予約権戻入益 － 999

その他 6,063 －

特別利益合計 84,815 3,615

特別損失   

固定資産除却損 21,155 5,722

固定資産売却損 134 61

固定資産圧縮損 － 2,775

減損損失 3,094 －

事務所移転費用 － 1,055

その他 8,286 －

特別損失合計 32,671 9,614

税引前四半期純利益 8,202,092 11,148,717

法人税、住民税及び事業税 4,254,854 5,491,532

法人税等調整額 － 124,154

法人税等合計 4,254,854 5,615,687

四半期純利益 3,947,238 5,533,030
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該当事項はありません。  

   

   

 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7,914,231千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1,235,169千円増加しております。 

 この結果、第３四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３四半期会計期間末におい

て資本金が14,162,363千円、資本準備金が13,295,523千円となっております。  

    

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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