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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 6,965 ― 97 ― 67 ― △87 ―
20年3月期第2四半期 8,184 △13.1 △247 ― △282 ― △463 ―

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2四半期 △14.23 ―
20年3月期第2四半期 △75.63 ―

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2四半期 7,826 1,586 19.3 247.03
20年3月期 7,567 1,623 20.5 253.03

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,513百万円 20年3月期  1,550百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 15,400 △4.2 460 ― 380 ― 270 ― 44.05

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  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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．平成20年5月23日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の
様々な要因によって異なる可能性があります。 
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2四半期  6,628,000株 20年3月期  6,628,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  499,880株 20年3月期  499,780株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  6,128,198株 20年3月期第2四半期  6,128,280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２四半期連結累計期間における我が国経済は、厳しい雇用環境や消費の不振による低迷が続き、更にサブプラ

イムローン問題による悪影響の懸念や国際金融市場危機などから先行き不透明な状況で推移しました。 

 旅行業界におきましては燃油サーチャージの高騰や、中国の食の安全問題の長期化などにより海外旅行離れが進

み、出国者数は減少しました。  

 このような経済環境下におきまして、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上としましては、国内土産事

業ならびに輸入食品卸販売事業を行っている「ウイングエース㈱」で増収の結果となったものの、前述の理由により

海外渡航関連事業においては減収となったことに合わせ、タイ国際航空機内免税品販売を行っている

「TRAVELER OVERSEAS CO.,LTD」においてタイ国際航空会社との免税品販売契約が終了したことも影響し、連結売上

高で6,965百万円（前年同期比14.9％減）となりましたが、全社あげての積極的なコスト削減を行った結果、経常利

益は67百万円と増益となりました。 

 なお、前年同期比増減率については参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 総資産は売上債権やたな卸資産が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ258百万円増加し、7,826百万円

となりました。 

 負債は買掛金、未払金の増加等により6,240百万円となりました。また、純資産は利益剰余金の減少等により1,586

百万円となり、自己資本比率は19.3％となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月23日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

  

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 

     ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと 

  認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して合理的な方法により算定する方法によってお 

  ります。 

     ②固定資産の減価償却費の算定方法 

       減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

      期間按分して算定する方法によっております。 

  

  

（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 

     ①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。 

     ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

      第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

            下げの方法）に変更しております。この変更による損益への影響はありません。 

     ③第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

            （実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、こ

            の変更による損益の影響はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,546,635 2,024,129

受取手形及び売掛金 848,015 668,026

商品 1,165,659 965,265

その他 878,964 732,060

貸倒引当金 △15,839 △26,053

流動資産合計 4,423,435 4,363,428

固定資産   

有形固定資産 576,757 589,936

無形固定資産   

のれん 5,639 6,266

その他 35,344 36,590

無形固定資産合計 40,984 42,856

投資その他の資産   

投資有価証券 731,295 774,989

その他 2,082,071 1,842,155

貸倒引当金 △30,571 △49,541

投資その他の資産合計 2,782,795 2,567,603

固定資産合計 3,400,537 3,200,395

繰延資産 2,452 3,857

資産合計 7,826,425 7,567,682

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 470,567 393,962

短期借入金 2,230,000 1,590,000

1年内償還予定の社債 303,340 399,500

1年内返済予定の長期借入金 929,980 1,120,420

未払法人税等 47,733 60,794

その他 866,598 614,995

流動負債合計 4,848,218 4,179,672

固定負債   

社債 128,050 219,640

長期借入金 867,285 1,150,070

未払役員退職慰労金 394,781 394,781

その他 1,711 200

固定負債合計 1,391,827 1,764,691

負債合計 6,240,046 5,944,363
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 807,500 807,500

資本剰余金 726,290 726,290

利益剰余金 240,426 327,644

自己株式 △250,524 △250,513

株主資本合計 1,523,692 1,610,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,203 △65,718

繰延ヘッジ損益 △11,823 1,737

為替換算調整勘定 △212 3,696

評価・換算差額等合計 △9,832 △60,284

少数株主持分 72,519 72,681

純資産合計 1,586,379 1,623,318

負債純資産合計 7,826,425 7,567,682
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,965,093

売上原価 3,124,017

売上総利益 3,841,075

販売費及び一般管理費 3,744,003

営業利益 97,071

営業外収益  

受取利息 4,626

受取配当金 7,519

保険解約返戻金 7,618

その他 14,432

営業外収益合計 34,196

営業外費用  

支払利息 53,810

その他 9,743

営業外費用合計 63,554

経常利益 67,713

特別利益  

固定資産売却益 91

投資有価証券売却益 214

貸倒引当金戻入額 10,184

その他 1,809

特別利益合計 12,299

特別損失  

固定資産除却損 1,257

投資有価証券評価損 104,671

その他 11,672

特別損失合計 117,600

税金等調整前四半期純損失（△） △37,586

法人税、住民税及び事業税 44,287

法人税等調整額 416

少数株主利益 4,926

四半期純損失（△） △87,217
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 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。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）中間連結損益計算書 

科目 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高   8,184,173 

Ⅱ 売上原価   3,711,630 

売上総利益   4,472,542 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,719,991 

営業利益（△損失）   △247,448 

Ⅳ 営業外収益   28,681 

Ⅴ 営業外費用   63,869 

経常利益（△損失）   △282,636 

Ⅵ 特別利益   14,000 

Ⅶ 特別損失   79,376 

税金等調整前中間純利益（△損失）   △348,012 

法人税、住民税及び事業税   41,178 

法人税等調整額   74,224 

少数株主利益   94 

中間純利益（△損失）   △463,509 
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