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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 2,673 △15.6 61 △15.2 108 △27.9 △354 ―

20年3月期第2四半期 3,167 19.7 72 △51.1 151 △18.9 16 △82.6

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 △36.21 ―

20年3月期第2四半期 1.67 ―

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 5,439 3,676 67.6 375.95
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2四半期  3,676百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  有  
 

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 5,000 △14.9 36 △69.0 121 △48.4 △343 ― △35.14

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、2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、その他の特記事項 
1.本資料に記載されている業績見通し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、経済状況、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と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  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2四半期  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2四半期  9,779,659株 20年3月期第2四半期  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２四半期累計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰による原材料価格の上昇、米国のサブプライム 

  ローン問題に端を発した、米国大手金融機関破綻等の影響による金融不安から、世界的に株式及び為替市場にも 

  波及するなど金融市場の混乱が世界経済に影響を及ぼし、実体経済の減速が顕著になりました。 

   また、不透明な外部要因から、個人消費にも影響が出るなど、景気の先行きとしては一段と減速懸念が台頭し 

  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による、燃油特別付加運賃の更なる上昇により消費 

   者心理に割高感を与える結果となったことと、景気に対する減速懸念からの需要の落込み等が、市場環境にも影 

    響を与えるなど、業界全体としては一段と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、お客様の立場を配慮した「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及、販売の強化と拡充、サービスのより一層の向上を目指し、窓口 

    担当及び企画セクションによる積極的な販売展開を実施してまいりました。 

     販売面におきましては、燃油特別付加運賃（いわゆる燃油サーチャージ）の上昇及び株式市場の低迷や経済状 

    況の悪化による景気の減速懸念に加え、中国におけるチベット問題や5月以降の四川大地震・中国製食品の安全性 

    の問題等の影響により、中国方面のツアーを中止したこと、セレナーデ号(当社利用の河船)の夏場の催行を計画 

    からはずしたことにより、前年同期を下回る結果となりました。 

     利益面におきましては、積極的な経費節減を実施してまいりましたが、為替相場の急上昇及び営業外収益の減 

    少並びに、リーマン・ブラザース破綻による債権等の特別損失の発生により、前年を大きく下回る結果となりま 

    した。 

     その結果、当第2四半期連結会計期間の業績の累計は、売上高26億73百万円(前年同期比 15.6%減)、営業利益 

    61百万円(前年同期比 15.2%減)、経常利益1億8百万円(前年同期比 27.9%減)、四半期純損失3億54百万円(前 

    年同期比 2266.7%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 

 （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）販売実績 

ａ．商品別売上高 

 （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。 

商品名 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

航空運賃・地上経費（千円） 1,876,868 

広告原価 (千円) 98,062 

その他（千円） 119,244 

合計（千円） 2,094,174 

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

旅行売上（千円） 2,660,544 

その他売上（千円） 12,748 

合計（千円） 2,673,293 



   ｂ.種別旅行売上高 

   c.渡航先別旅行売上高 

   d.渡航先別旅行者数 

  

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

募集型企画旅行（千円） 2,576,475 

受注型企画旅行・手配旅行

（千円） 
84,069 

合計（千円） 2,660,544 

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

ヨーロッパ（千円） 2,134,573 

ロシア（千円） 149,830 

中東（千円） 81,906 

北米（千円） 198,246 

中南米（千円） 2,648 

オセアニア（千円） 22,251 

アジア（千円） 26,549 

アフリカ（千円） 8,955 

その他（千円） 35,584 

合計（千円） 2,660,544 

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

ヨーロッパ（人） 2,825 

ロシア（人） 212 

中東（人） 154 

北米（人） 263 

中南米（人） 2 

オセアニア（人） 42 

アジア（人） 91 

アフリカ（人） 7 

その他（人） － 

合計（人） 3,596 



  ｅ.年齢別顧客構成 

  f．利用回数別内訳 

区分 

顧客構成 

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

39歳以下 31人 0.9％ 

40歳代 26 0.7 

50歳代 130 3.6 

60歳代 1,208 33.6 

70歳代 1,897 52.8 

80歳以上 304 8.4 

合計 3,596 100.0 

区分 

顧客構成（人） 

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

１回（新規） 1,169 

２回 620 

３回 399 

４回 271 

５回以上 1,120 

合計 3,579 

延べ人数 3,596 

リピーター比率（％） 67.5 



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２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、23億80百万円(前連結会計年度末は20億5百万円)とな 

    り、３億74百万円の増加となりました。 

    その主な増加要因としては、下記内容が挙げられます。 

     ①営業債権(旅行前払金)が１億65百万円増加したこと 

     ②現金及び預金が１億15百万円増加したこと 

     ③為替ヘッジ等の評価及び税効果調整により繰延税金資産が59百万円増加したことによるものであります。 

  (固定資産) 

    当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、30億59百万円(前連結会計年度末は34億93百万円)とな

    り、４億34百万円の減少となりました。 

    主な減少要因は、投資有価証券の評価によるものであります。 

     (流動負債) 

       当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、15億77百万円(前連結会計年度末は11億38百万円)とな

    り、4億38百万円の増加となりました。 

     主な増加要因としては、下記内容が挙げられます。 

     ①営業債務(営業未払金・旅行前受金)が３億39百万円増加したこと 

     ②為替ヘッジ等に伴うデリバティブ債務が92百万円増加したことによるものであります。 

      (固定負債) 

       当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、1億85百万円(前連結会計年度末は1億92百万円)とな 

    り、６百万円の減少となりました。 

    主な減少要因は、長期前受収益の償却によるものであります。 

      (純資産) 

       当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、36億76百万円(前連結会計年度末は41億67百万円)とな 

    り、４億90百万円の減少となりました。 

     主な減少要因としては、下記内容が挙げられます。 

     ①投資有価証券の有価証券評価損の発生等により４億48百万円減少したこと 

     ②投資有価証券の時価評価及び為替予約等の時価評価に伴い評価・換算差額等が39百万円減少したことによる

       ものであります。     

   (2)キャッシュ・フローの状況  

    当第２四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、16億10百万円となり、

       前連結会計年度末と比べ１億15百万円の資金の増加となりました。 

    当第２四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、２億45百万円の資金の増加となりました。 

    主な増減要因としては、下記内容が挙げられます。 

     ①税金等調整前四半期純損失3億60百万円の計上による資金の減少 

     ②投資有価証券の評価損４億48百万円の計上による資金の増加 

     ③営業債権・債務残高の変動に伴い資金が１億84百万円増加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、26百万円の資金の減少となりました。 

    主な増減要因としては、下記内容が挙げられます。 

     ①投資有価証券の運用により資金が45百万円減少 

     ②業務提携先からの貸付金の回収により資金が21百万円増加したこと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 

    世界的な金融不安の高まりに伴う世界同時株安等の影響により、景気は一段と減速し市場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、平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の予想につきましては、本日公表の「業績予想の修

      正に関するお知らせ」で業績修正を行っております。 

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。 



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 1,616,700 1,501,112

営業未収入金 22,385 33,180

有価証券 47,677 47,579

貯蔵品 4,821 4,920

旅行前払金 462,458 296,648

その他 226,727 122,595

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 2,380,709 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 △101,633 △100,131

建物及び構築物（純額） 47,686 49,188

土地 37,780 37,780

その他 85,023 82,539

減価償却累計額 △74,789 △72,885

その他（純額） 10,234 9,654

有形固定資産合計 95,700 96,622

無形固定資産 16,533 16,518

投資その他の資産   

投資有価証券 785,981 1,150,953

長期貸付金 1,766,063 1,814,914

その他 396,903 416,335

貸倒引当金 △2,100 △2,100

投資その他の資産合計 2,946,848 3,380,102

固定資産合計 3,059,083 3,493,244

資産合計 5,439,792 5,499,221



（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) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 341,679 281,251

未払法人税等 8,948 8,650

旅行前受金 1,039,322 760,425

賞与引当金 33,017 25,615

その他 154,255 62,894

流動負債合計 1,577,224 1,138,838

固定負債   

退職給付引当金 82,221 85,296

役員退職慰労引当金 79,107 76,890

長期前受収益 24,448 30,453

固定負債合計 185,777 192,639

負債合計 1,763,001 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 2,042,260 2,494,137

自己株式 △207 △180

株主資本合計 3,885,902 4,337,806

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △151,841 △168,050

繰延ヘッジ損益 △57,269 △2,012

評価・換算差額等合計 △209,110 △170,063

純資産合計 3,676,791 4,167,743

負債純資産合計 5,439,792 5,499,221



（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) 

営業収益 2,673,293

営業原価 2,175,080

営業総利益 498,213

販売費及び一般管理費 436,443

営業利益 61,770

営業外収益  

受取利息 38,124

受取配当金 5,703

為替差益 1,074

その他 2,266

営業外収益合計 47,169

営業外費用  

その他 36

営業外費用合計 36

経常利益 108,903

特別損失  

投資有価証券評価損 448,962

その他 20,799

特別損失合計 469,762

税金等調整前四半期純損失（△） △360,859

法人税、住民税及び事業税 11,034

法人税等調整額 △17,813

法人税等合計 △6,779

四半期純損失（△） △354,080



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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損失（△） △360,859

減価償却費 4,192

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,074

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,217

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,402

受取利息及び受取配当金 △43,828

為替差損益（△は益） 3,817

投資有価証券評価損益（△は益） 448,962

投資有価証券売却損益(△は益) △55

営業未収入金の増減額(△は増加) 10,795

旅行前払金の増減額(△は増加) △165,809

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,923

たな卸資産の増減額（△は増加） 98

その他の流動資産の増減額(△は増加) △11,598

その他の投資その他の資産の増減額(△は増加) 2,958

営業未払金の増減額(△は減少) 60,427

旅行前受金の増減額(△は減少) 278,896

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,722

長期前受収益の増減額(△は減少) △6,005

その他 △664

小計 221,074

利息及び配当金の受取額 36,084

法人税等の支払額 △11,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 245,909

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 △2,485

投資有価証券の取得による支出 △47,292

投資有価証券の売却による収入 1,742

無形固定資産の取得による支出 △800

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 △26,516

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 △97,650

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,677

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,685

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 1,610,846



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 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)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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 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)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。 

〔海外売上高〕 

 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)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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
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） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   3,167,071 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,654,440 83.8 

売上総利益   512,631 16.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   439,831 13.9 

営業利益   72,800 2.3 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 69,313     

２．受取配当金 3,932     

３．投資有価証券売却益  1,702     

４．為替差益  1,530     

５．その他 2,342 78,820 2.5 

Ⅴ 営業外費用       

１．投資有価証券売却損 163     

２．その他 336 500 0.0 

経常利益   151,120 4.8 

Ⅵ 特別損失       

１．過年度役員退職慰労 
  引当金繰入 

71,190 71,190 2.3 

税金等調整前中間純利益   79,930 2.5 

法人税、住民税及び事業
税 65,520     

法人税等調整額 △1,931 63,588 2.0 

中間純利益   16,342 0.5 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 79,930 

減価償却費  4,035 

退職給付引当金の増加額  1,346 

役員退職慰労引当金の増加額  73,810 

賞与引当金の増加額  8,499 

役員賞与引当金の減少額  △4,438 

受取利息及び受取配当金  △73,246 

為替差益  △6,539 

投資有価証券売却益  △1,702 

投資有価証券売却損  163 

その他の非資金損益項目  △268 

営業未収入金の減少額  11,863 

棚卸資産の増加額  △600 

旅行前払金の増加額  △271,189 

未収消費税等の増加額  △4,284 

その他の流動資産の増加額  △15,979 

その他の投資その他の資産の増加額 △614 

営業未払金の減少額  △82,894 

旅行前受金の増加額  545,763 

その他の流動負債の増加額  3,503 

長期前受収益の減少額  △76 

その他  △341 

小計 266,741 

利息及び配当金の受取額  71,104 

法人税等の支払額  △66,868 

営業活動によるキャッシュ・フロー  270,976 

 



 
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） 

区分 金額（百万円） 

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  △721,945 

投資有価証券の売却による収入  32,709 

有形固定資産の取得による支出  △1,487 

貸付による支出  △44,372 

貸付金の回収による収入  1,277,173 

敷金及び保証金の差入による支出  △162 

敷金及び保証金の返還による収入  860 

投資活動によるキャッシュ・フロー 542,774 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額   △97,014 

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,014 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,861 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 722,598 

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中間期末残高 1,933,590 

   



〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 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。 

〔海外売上高〕 

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） 

 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。 
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