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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）

（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 16,450 20.0 924 △39.9 699 △33.8 683 △34.8

23年３月期第３四半期 13,704 ― 1,537 ― 1,055 ― 1,048 ―

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 538.81 ―

23年３月期第３四半期 8.30 ―

（注）１．平成22年３月期第３四半期においては、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３四半
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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
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 銭

24年３月期第３四半期 10,108 3,664 36.3 2,612.41

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３四半期 3,664百万円 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．直近に公表されてい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）

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 11.5 691.70

(注)１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

２．平成24年３月期の業績予想の１株当たり当期純利益は公募株式数（140,000株）、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）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。



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３Ｑ 1,402,820株 23年３月期 124,482,000株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ ―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３Ｑ 1,268,929株 23年３月期３Ｑ 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、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いませ
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。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「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。



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

（２）１株当たり純資産

（３）発行済株式数（普通株式）

（ご参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正

１株当たり四半期純利益

平成24年３月期第３四半期

円

538

銭

81

平成23年３月期第３四半期 830 04

１株当たり四半期純資産

平成24年３月期第３四半期

円

2,612

銭

41

平成23年３月期 1,995 94

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期３Ｑ 1,402,820株 23年３月期 1,244,820株

②期末自己株式数 24年３月期３Ｑ ―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３Ｑ 1,268,929株 23年３月期３Ｑ 1,244,820株
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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、企業の業況感は海外経済の減速や円高の影響によ

り改善の動きが鈍化するとともに個人消費や雇用・所得環境は引き続き厳しい状況にあり、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、羽田空港および福岡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に加え、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いました。設

備・施設面におきましても、福岡－羽田線就航に向けて、航空機６機体制とするとともに、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みました。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の確保ならび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とともに、12月には東京証券取引所市場第二部に株式上場を果た

すなど、財務基盤の強化を図りました。

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92.8%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68万８千人（前年同期比29.3%増）、利用率は66.4%（同

7.1ポイント減）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、10,035トン（同31.6%増）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－羽田線就航に伴う航空

機材費や人件費などの増加により、営業費用は、15,525百万円（前年同期比27.6%増）となりました。

これらの結果、当第３四半期累計期間の営業収入は16,450百万円（同20.0%増）、営業利益は924百万

円（同39.9%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699百万円（同33.8%減）、四半期純利益は683百万円（同34.8%減）となりました。

当第３四半期会計期間末の資産合計は10,108百万円となり、前事業年度末に比べ2,593百万円増加い

たしました。

内訳は、福岡－羽田線の就航に伴う営業未収入金ならびに前渡金および前払費用（その他流動資産）

の増加などにより流動資産が735百万円増加したほか、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1,865百万円増加したためであります。

当第３四半期会計期間末の負債合計は6,443百万円となり、前事業年度末に比べ1,503百万円増加いた

しました。

内訳は、主として、営業未払金が334百万円増加したほか、長期借入金（１年内返済予定を含む。）

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

（２）財政状態に関する定性的情報
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が1,157百万円増加したためであります。

当第３四半期会計期間末の純資産合計は3,664百万円となり、前事業年度末に比べ1,090百万円増加い

たしました。これは、新規上場に伴う公募増資により資本金および資本剰余金が411百万円増加したほ

か、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどによるものであります。

平成24年３月期の業績予想につきましては、概ね計画通りで推移しており、平成23年12月21日に発表

した業績予想を修正しておりません。

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。

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。

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。

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報
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該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（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 3,644,113 3,408,684

営業未収入金 953,021 1,483,734

商品 13,851 13,532

貯蔵品 180,937 196,614

その他 843,947 1,268,614

貸倒引当金 △1,652 △1,280

流動資産合計 5,634,218 6,369,899

固定資産

有形固定資産

建設仮勘定 63,353 1,594,198

その他 853,037 1,188,149

有形固定資産合計 916,390 2,782,348

無形固定資産 159,009 223,458

投資その他の資産

差入保証金 758,816 697,662

その他 47,032 35,284

投資その他の資産合計 805,848 732,946

固定資産合計 1,881,248 3,738,753

資産合計 7,515,466 10,108,653

負債の部

流動負債

営業未払金 811,107 1,145,271

1年内返済予定の長期借入金 887,720 1,268,480

未払金 947,931 779,211

未払法人税等 19,044 16,117

ポイント引当金 3,647 2,632

デリバティブ債務 359,288 252,403

その他 84,039 128,549

流動負債合計 3,112,779 3,592,666

固定負債

長期借入金 1,228,420 2,005,390

定期整備引当金 299,761 285,488

その他 299,923 560,366

固定負債合計 1,828,105 2,851,244

負債合計 4,940,884 6,443,911
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,205,905

資本剰余金 763,555 969,460

利益剰余金 811,026 1,494,738

株主資本合計 2,574,581 3,670,103

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 － △5,361

評価・換算差額等合計 － △5,361

純資産合計 2,574,581 3,664,742

負債純資産合計 7,515,466 10,108,653
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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)

営業収入 13,704,651 16,450,265

事業費 11,076,364 14,069,598

営業総利益 2,628,287 2,380,666

販売費及び一般管理費 1,090,996 1,456,236

営業利益 1,537,291 924,430

営業外収益

受取利息及び配当金 389 668

デリバティブ評価益 － 112,246

業務受託手数料 6,321 7,409

その他 1,998 7,958

営業外収益合計 8,709 128,282

営業外費用

支払利息 20,082 58,434

為替差損 424,059 269,173

デリバティブ評価損 38,449 －

その他 7,876 25,905

営業外費用合計 490,467 353,513

経常利益 1,055,533 699,199

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 1,053,869 691,944

法人税、住民税及び事業税 8,268 8,233

法人税等調整額 △2,584 －

法人税等合計 5,683 8,233

四半期純利益 1,048,185 683,711
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該当事項はありません。

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。

当社は、東京証券取引所市場第二部への株式上場にあたり、公募による株式の発行を行い、平成23年

12月20日に払込みが完了いたしました。

この結果、当第３四半期累計期間において、資本金および資本剰余金がそれぞれ205,905千円増加

し、当第３四半期会計期間末における資本金が1,205,905千円、資本剰余金が969,460千円となっており

ます。

平成23年11月17日および平成23年12月１日開催の取締役会において、大和証券キャピタル・マーケッ

ツ株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し（当社株主より借入れる当社普通株

式30,000株）に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議し、平成24年１月23

日に払込みが完了いたしました。

この結果、資本金は1,250,027千円、発行済株式総数は1,432,820株となっております。なお、概要は

次のとおりであります。

①発行新株式数 ：普通株式 30,000株

②募集株式の払込金額：１株につき 2,465円（注）

③割当価格 ：１株につき 2,941.50円

④割当価格の総額 ： 88,245,000円

⑤資本組入額 ：１株につき 1,470.75円

⑥払込期日 ：平成24年１月23日

⑦割当先 ：大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

⑧資金の使途 ：設備資金として航空機材の購入に全額を充当予定。

（注）募集株式の払込金額は会社法第199条第１項第２号所定の募集株式の払込金額であり、割当先よ

り払込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所市場第二部への上場に伴う公募による

募集株式発行の引受価額と同額）となります。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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