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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 1,837 ― 116 ― 139 ― 78 ―

20年3月期第1四半期 2,122 31.5 187 13.9 225 23.7 131 24.0

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

21年3月期第1四半期 7.99 ―

20年3月期第1四半期 13.43 ―

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

21年3月期第1四半期 5,696 4,233 74.3 432.93
20年3月期 5,499 4,167 75.8 426.16

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,233百万円 20年3月期  4,167百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 2,800 ― 108 ― 181 ― 103 ― 10.06
通期 5,900 0.4 230 96.8 335 42.3 191 254.3 19.53

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結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るもの） 

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、経済環境・市場環境・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により記載の予想数値は異なる可能性もあります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  9,780,000株 20年3月期  9,780,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  343株 20年3月期  274株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  9,779,661株 20年3月期第1四半期  9,779,726株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速や原油

　価格の高騰などにより個人消費が落ち込み、企業収益も悪化した結果、景気減速懸念が台頭してまいりました。

　　海外旅行業界を取り巻く環境も、原油価格の継続的な高騰から燃油特別付加運賃の更なる上昇による旅行代金へ

　の割高感及び景気に対する減速懸念からの市場環境の悪化により一層の旅行離れが進み、業界全体として厳しい状

　況で推移してまいりました。

　　このような状況下、当社グループは、販売計画を達成すべく『中期経営戦略』に留意した経営重点施策に基づく

　事業活動を積極的に展開し、お客様の立場に配慮した「ゆとりある豊かな旅」の提供と、「高い安心感と満足感」

　の提供を実践し、顧客満足度の更なる追求、販売の強化と拡充、サービスのより一層の向上を目指してまいりまし

　た。

　　　　販売面におきましては、経済環境の悪化に加え、中国におけるチベット問題・四川大地震等の影響により中国方

　　　面のツアーを中止した結果、前年同期を下回る結果となりました。

　　　　利益面では、積極的な経費の節減を実施してまいりましたが、原油価格の高騰による燃油特別付加運賃を含む仕

　　　入価格の上昇により前年同期と比べ利益率の低下となりました。

　　その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高18億37百万円(前年同期比13.4％減)、営業利益1億16百

　万円(前年同期比38.1％減)、経常利益1億39百万円(前年同期比38.1％減)、四半期純利益は、78百万円(前年同期比

　40.5％減)となりました。

　当社グループの事業は旅行業という単一セグメントに属するため、事業の種類別セグメントに係る記載は該当があ

りません。したがって、本報告書では事業の種類別セグメントに係る記載に代えて、適宜、商品別、旅行種別、渡航

先別等の記載を行っております。

(1）商品仕入実績

商品名
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

航空運賃・地上経費（千円） 1,293,263

広告原価　(千円) 77,335

その他（千円） 87,910

合計（千円） 1,458,508

　（注）１．地上費　　　　　　　　　主催旅行における海外現地の宿泊費、交通費、その他の費用等であります。

２．ホテル・チケット等　　　手配旅行におけるホテル、チケット等であります。

(2）販売実績

ａ．商品別売上高

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

旅行売上（千円） 1,830,693

その他売上（千円） 6,998

合計（千円） 1,837,691

　（注）　その他売上は、保険手数料及び渡航申請手数料等の収入であります。

－ 1 －



ｂ．種別旅行売上高

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

募集型企画旅行（千円） 1,775,179

受注型企画旅行・手配旅行

（千円）
55,514

合計（千円） 1,830,693

ｃ．渡航先別旅行売上高

行先
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

ヨーロッパ（千円） 1,543,558

ロシア（千円） 18,812

中東（千円） 80,980

北米（千円） 124,193

中南米（千円） －

オセアニア（千円） 21,130

アジア（千円） 17,829

アフリカ（千円） －

その他（千円） 24,189

合計（千円） 1,830,693

ｄ．渡航先別旅行者数

行先
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

ヨーロッパ（人） 2,078

ロシア（人） 25

中東（人） 153

北米（人） 165

中南米（人） －

オセアニア（人） 36

アジア（人） 60

アフリカ（人） －

その他（人） －

合計（人） 2,517

－ 2 －



２．連結財政状態に関する定性的情報

　(1)財政状態の変動状況

　 (流動資産)

　　　　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、22億17百万円(前連結会計年度末は20億5百万円)とな

　　　　り、2億11百万円の増加となりました。

　　　　主な増加としては、営業債権(旅行前払金)が1億38百万円増加したこと、その他に含まれる為替ヘッジによるデ

　　　　リバティブ債権が1億7百万円増加したことが挙げられます。

　　　　また、主な減少としては、現金及び預金が27百万円減少したことが挙げられます。

　 (固定資産)

　　　　当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、34億79百万円(前連結会計年度末は34億93百万円)とな

　　　　り、14百万円の減少となりました。

　　　　主な減少は、業務提携先からの長期貸付金の返済等によるものであります。

　　   (流動負債)

　      当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、12億79百万円(前連結会計年度末は11億38百万円)とな

　　　　り、1億41百万円の増加となりました。

 　　　 主な増加としては、営業債務(営業未払金・旅行前受金)が42百万円増加したこと、未払法人税等が65百万円増加

　　　　したことが挙げられます。

     　(固定負債)

　      当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、1億83百万円(前連結会計年度末は1億92百万円)とな

　　　　り、9百万円の減少となりました。

　　　　主な減少は、退職金の支給による退職給付引当金等の減少によるものであります。

　     (純資産)

　      当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、42億33百万円(前連結会計年度末は41億67百万円)とな

　　　　り、66百万円の増加となりました。

 　　　 主な増加としては、投資有価証券の時価評価及び為替予約の時価評価に伴い評価・換算差額等が85百万円増加

　　　　したことによるものであります。

　　 (2)キャッシュ・フローの状況　

　　　　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、14億68百万円となり、

　      前連結会計年度末と比べ27百万円の資金の減少となりました。

　　　　当第１四半期連結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)

　　　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の資金の増加となりました。

　　　　　主な要因は、税金等調整前四半期純利益1億39百万円の計上と営業債権・債務残高の変動に伴い資金が97百万

　　　　　円減少したことによるものであります。

　　　　 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　　　　  投資活動によるキャッシュ・フローは、21百万円の資金の増加となりました。

　　　　  主な要因は、業務提携先からの貸付金の回収によるものであります。

　　　　 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　　　　　財務活動による　キャッシュ・フローは、97百万円の資金の減少となりました。

　　　　　主な要因は、配当金の支払によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　景気の減速懸念からの市場環境の悪化、原油価格の継続的な高騰からの燃油特別付加運賃の更なる上昇と経営環

　　境は今後益々厳しい状況で推移するものと思われます。当社グループとしては、このような厳しい状況の中で、

　　『中期経営戦略』に留意した経営重点施策に基づく事業活動積極的にを展開し、お客様の立場に配慮した「ゆと

　　りある豊かな旅」の提供と、「高い安心感と満足感」の提供を実践し、顧客満足度の更なる追求、販売の強化と

　　拡充、サービスのより一層の向上を目指てまいります。

　　なお、現時点での第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては計画の変更はありません。

－ 3 －



４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結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。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　       当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

　       する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。

         また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

－ 4 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,473,982 1,501,112

営業未収入金 34,676 33,180

有価証券 47,627 47,579

貯蔵品 4,921 4,920

旅行前払金 435,585 296,648

その他 220,789 122,595

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 2,217,523 2,005,976

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 149,319 149,319

減価償却累計額 △100,882 △100,131

建物及び構築物（純額） 48,437 49,188

土地 37,780 37,780

その他 83,506 82,539

減価償却累計額 △73,753 △72,885

その他（純額） 9,753 9,654

有形固定資産合計 95,970 96,622

無形固定資産 16,146 16,518

投資その他の資産   

投資有価証券 1,173,565 1,150,953

長期貸付金 1,792,640 1,814,914

その他 402,889 416,335

貸倒引当金 △2,100 △2,100

投資その他の資産合計 3,366,995 3,380,102

固定資産合計 3,479,112 3,493,244

資産合計 5,696,635 5,499,221

負債の部   

流動負債   

営業未払金 514,633 281,251

未払法人税等 73,650 8,650

旅行前受金 570,001 760,425

賞与引当金 8,463 25,615

その他 112,644 62,894

流動負債合計 1,279,392 1,138,838

固定負債   

退職給付引当金 77,309 85,296

役員退職慰労引当金 78,211 76,890



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

長期前受収益 27,814 30,453

固定負債合計 183,335 192,639

負債合計 1,462,728 1,331,477

純資産の部   

株主資本   

資本金 932,550 932,550

資本剰余金 911,300 911,300

利益剰余金 2,474,510 2,494,137

自己株式 △207 △180

株主資本合計 4,318,153 4,337,806

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △156,152 △168,050

繰延ヘッジ損益 71,906 △2,012

評価・換算差額等合計 △84,245 △170,063

純資産合計 4,233,907 4,167,743

負債純資産合計 5,696,635 5,499,221



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業収益 1,837,691

営業原価 1,490,165

営業総利益 347,525

販売費及び一般管理費 ※1  231,299

営業利益 116,226

営業外収益  

受取利息 23,996

受取配当金 1,759

その他 246

営業外収益合計 26,002

営業外費用  

為替差損 1,952

その他 494

営業外費用合計 2,446

経常利益 139,781

税金等調整前四半期純利益 139,781

法人税、住民税及び事業税 74,845

法人税等調整額 △13,234

法人税等合計 61,611

四半期純利益 78,170



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 139,781

減価償却費 1,992

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,986

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,321

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,152

受取利息及び受取配当金 △25,755

為替差損益（△は益） △2,392

投資有価証券売却損益(△は益) △36

営業未収入金の増減額(△は増加) △1,495

旅行前払金の増減額(△は増加) △138,936

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △1

その他の流動資産の増減額(△は増加) △12,891

その他の投資その他の資産の増減額(△は増加) 2,311

営業未払金の増減額(△は減少) 233,382

旅行前受金の増減額(△は減少) △190,424

その他の流動負債の増減額（△は減少） 46,536

長期前受収益の増減額(△は減少) △2,638

小計 31,400

利息及び配当金の受取額 25,525

法人税等の支払額 △9,669

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,255

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 △968

投資有価証券の取得による支出 △755

投資有価証券の売却による収入 793

貸付金の回収による収入 21,509

敷金及び保証金の回収による収入 860

敷金及び保証金の差入による支出 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,388

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △26

配当金の支払額 △97,877

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,081

現金及び現金同等物の期首残高 1,495,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,468,080



　       当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

　       する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。

         また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　（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

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月1日　至平成20年６月30日)において、当社グループは、海外旅行並

びにそれに関連する企画宣伝・情報誌の編集・旅行傷害保険等の総合的サービスを行う、いわゆる旅行業という

同一セグメントに従事しており、当該事業以外に事業種類がないため、該当事項はありません。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月1日　至平成20年６月30日)において、本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び重要な在外支店がないため当該事項はありません。

 

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月1日　至平成20年６月30日)において、海外営業収益はいずれも連結

営業収益の10％未満のため、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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,122,150

Ⅱ　売上原価 1,693,804

　　売上総利益 428,346

Ⅲ　販売費及び一般管理費 240,538

　　営業利益 187,807

Ⅳ　営業外収益 38,679

Ⅴ　営業外費用 554

　　経常利益 225,932

税金等調整前四半期純利益 225,932

法人税、住民税及び事業税 94,802

法人税等調整額 △166

四半期純利益 131,296

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益　 225,932

減価償却費　 1,942

退職引当金の増加額　 1,993

賞与引当金の増加額　 18,277

受取利息及び受取配当金　 △38,436

為替差益　 △1,145

投資有価証券の売却益　 △29

投資有価証券の売却損　 163

営業債権の増加額　 △425,784

棚卸資産の減少額　 2,695

営業債務の増加額　 399,269

その他　 △10,309

小計 174,568

利息及び配当金の受取額　 27,421

法人税等の支払額　 △71,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,915

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出　 △96,008

投資有価証券の売却による収入　 13,209

貸付金の純増額　 △26,405

その他　 810

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,393

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額　 △97,797

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,797

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 207

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

△75,066

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,210,992

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,135,925

－ 3 －
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