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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 4,169 ― 136 ― 202 ― △370 ―

20年3月期第3四半期 4,904 12.0 137 △50.3 245 △30.5 69 △66.8

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

21年3月期第3四半期 △37.89 ―

20年3月期第3四半期 7.09 ―

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3四半期 4,428 3,420 77.2 349.74
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3四半期  3,420百万円 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  有  
 

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） ――― ――― ――― 2.00 2.00

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 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、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3四半期  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3四半期  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3四半期  9,779,660株 20年3月期第3四半期  9,779,726株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融市場の混乱が世界規模で連鎖し、金融

不安が更に深刻化する中、その影響から、円高の進行、株式相場の大幅な下落に伴う企業業績の悪化により、雇用

環境及び消費マインドにも影響が出はじめるなど、景気は急激に減速し、市場環境は一段と厳しい状況で推移しま

した。  

  旅行業界におきましては、10月以降の円高の進行、原油価格の下落とプラス局面はあったものの、企業業績の悪

化による景気の著しい後退、雇用環境の更なる悪化よる個人消費の停滞とマイナス局面も多く、業界全体として

は、引き続き厳しい経営環境のもと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、引続き『中期経営戦略』に留意した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」を基本とした「高い安心感と満足感」の提供を実践し、顧客満足度の更な

る追究、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から積極的な販売

活動を実践してまいりました。 

  販売面におきましては、中間決算短信で記載したとおり、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更なる悪化による景気の減速懸念からの需要の落込み、インドの多発テロ、タイ

の暴動他、中国方面のツアー催行の取止め、セレナーデ号(当社利用の河船)の催行計画の見直しから、前年同期を

大きく下回る結果となりました。 

  商品開発面におきましては、顧客が満足のいただける商品の開発を前提に、顧客の体力にあった商品の開発、新

規顧客を獲得できる商品の開発を進めてまいりました。 

  利益面におきましては、1ツアー当たりの催行実数の増加による利益の改善、ツアー催行率の上昇、経費の削減等

を目標に収益の改善を図ってまいりましたが、営業収益の減少並びに株式市場の大幅な下落と、リーマン・ブラザ

ーズ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３四半期連結会計期間の業績累計は、営業収益41億69百万円(前年同期比 15.0%減)、営業利益１

億36百万円(前年同期比 1.0%減)、経常利益２億２百万円(前年同期比 17.7%減)、四半期純損失３億70百万円とな

りました。 

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           (単位:千円) 

 （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          (単位:千円) 

 （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。 

ｂ．種別旅行売上高         (単位:千円) 

  

   C．渡航先別旅行者数 

商品名 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

航空運賃・地上費  2,921,615

広告原価  162,175

その他  182,937

合計  3,266,727

区分 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

旅行売上  4,152,468

その他売上  16,881

合計  4,169,349

区分 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

募集型企画旅行 3,983,347 

受注型企画旅行・手配旅行  169,120

合計  4,152,468

行先 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

ヨーロッパ（人）  3,990

ロシア(人)   212

中東（人）  221

北米（人）  527

中南米（人）  44

オセアニア（人）  161

アジア（人）  341

アフリカ（人）  95

合計（人）  5,591



 (1)財政状態の分析 

    (流動資産) 

     当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、15億4百万円(前連結会計年度末は20億5百万円)とな 

      り、５億１百万円の減少となりました。 

     主な減少要因としては、下記の内容が挙げられます。 

     ① 営業債権(旅行前払金)が85百万円減少したこと 

     ② 現金及び預金が5億63百万円減少したこと                             

          ③ 為替予約等の評価及び税効果調整により繰延税金資産が98百万円増加したことによるものであります。 

    (固定資産) 

     当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、29億23百万円(前連結会計年度末は34億93百万円)と 

      なり、５億70百万円の減少となりました。 

     主な減少要因としては、長期貸付金の回収及び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３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、８億22百万円(前連結会計年度末は11億38百万円)と 

     なり、３億16百万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 季節変動により営業債務(営業未払金・旅行前受金)が６億29百万円減少したこと 

     ② 為替予約等に伴うデリバティブ債務が２億75百万円増加したことによるものであります。 

    (固定負債) 

        当第３四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、７百万円の減少となりました。 

     主な減少要因としては、長期前受収益の取崩しによるものであります。 

    (純資産) 

        当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、34億20百万円(前連結会計年度末は41億67百万円)とな 

     り、７億47百万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５億26百万円減少したこと 

     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２億79百万円増加したこと

             によるものであります。 

 (2)キャッシュ・フローの状況    

     当第３四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、９億31百万円とな 

      り、前連結会計年度末と比べ５億64百万円の資金の減少となりました。 

     当第３四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、４億30百万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 税金等調整前四半期純損失３億33百万円の計上による資金の減少 

     ② 投資有価証券の評価損５億26百万円増加の計上による資金の増加                   

          ③ 法人税等の支払58百万円による資金の減少                                       

          ④ 営業債権・債務残高の変動に伴い資金が５億45百万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、27百万円の資金の減少はとなりました。              

         主な減少要因としては、下記内容が挙げられます。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



     ① 投資有価証券の運用により資金が55百万円減少 

     ② 固定資産の取得により資金が５百万円減少 

     ③ 業務提携先からの貸付金の回収により資金が32百万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・フローのは、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。 

  

今後の経済情勢につきましては、引き続き世界的な金融不安の高まりから景気は一段と減速し、市場環境は今後

も厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような状況下、当社グループは、『中期経営戦略』に留意した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」を基本とした「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

究、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す。 

なお、平成21年３月期の通期業績予想につきましては、平成20年11月10日で公表した業績予想に変更はありませ

ん。また、配当予想につきましては、本日別途発表の「平成21年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 

   

  該当事項はありません。 

    

 該当事項はありません。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 937,130 1,501,112

営業未収入金 34,509 33,180

有価証券 47,726 47,579

貯蔵品 5,127 4,920

旅行前払金 211,623 296,648

未収還付法人税等 39,758 －

その他 229,006 122,595

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 1,504,822 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 △102,384 △100,131

建物及び構築物（純額） 46,935 49,188

土地 37,780 37,780

その他 85,318 82,539

減価償却累計額 △75,911 △72,885

その他（純額） 9,407 9,654

有形固定資産合計 94,122 96,622

無形固定資産 17,908 16,518

投資その他の資産   

投資有価証券 753,585 1,150,953

長期貸付金 1,769,660 1,814,914

その他 290,663 416,335

貸倒引当金 △2,100 △2,100

投資その他の資産合計 2,811,809 3,380,102

固定資産合計 2,923,839 3,493,244

資産合計 4,428,662 5,499,221



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 106,081 281,251

未払法人税等 3,890 8,650

旅行前受金 306,390 760,425

賞与引当金 10,161 25,615

その他 396,217 62,894

流動負債合計 822,740 1,138,838

固定負債   

退職給付引当金 85,057 85,296

役員退職慰労引当金 80,215 76,890

長期前受収益 20,341 30,453

固定負債合計 185,615 192,639

負債合計 1,008,355 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 2,025,826 2,494,137

自己株式 △207 △180

株主資本合計 3,869,468 4,337,806

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △273,990 △168,050

繰延ヘッジ損益 △175,171 △2,012

評価・換算差額等合計 △449,162 △170,063

純資産合計 3,420,306 4,167,743

負債純資産合計 4,428,662 5,499,221



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 4,169,349

営業原価 3,385,495

営業総利益 783,853

販売費及び一般管理費 647,311

営業利益 136,542

営業外収益  

受取利息 53,563

受取配当金 9,040

その他 3,860

営業外収益合計 66,464

営業外費用  

為替差損 550

その他 36

営業外費用合計 586

経常利益 202,420

特別損失  

投資有価証券評価損 526,223

その他 9,909

特別損失合計 536,132

税金等調整前四半期純損失（△） △333,712

法人税、住民税及び事業税 11,929

法人税等調整額 24,871

法人税等合計 36,801

四半期純損失（△） △370,513



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △333,712

減価償却費 6,510

退職給付引当金の増減額（△は減少） △238

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,325

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,454

受取利息及び受取配当金 △62,603

為替差損益（△は益） 9,260

投資有価証券評価損益（△は益） 526,223

投資有価証券売却損益（△は益） △238

営業未収入金の増減額(△は増加) △1,328

旅行前払金の増減額(△は増加) 85,025

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,185

たな卸資産の増減額（△は増加） △207

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,603

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1,232

営業未払金の増減額(△は減少) △175,170

旅行前受金の増減額(△は減少) △454,035

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,098

長期前受収益の増減額(△は減少) △10,111

その他 △664

小計 △424,868

利息及び配当金の受取額 52,179

法人税等の支払額 △58,287

営業活動によるキャッシュ・フロー △430,975

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △53,702

定期預金の払戻による収入 53,530

有形固定資産の取得による支出 △2,780

投資有価証券の取得による支出 △58,324

投資有価証券の売却による収入 3,092

無形固定資産の取得による支出 △2,620

貸付金の回収による収入 32,858

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 △27,135

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 △97,454

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,480

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △564,007

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 931,154



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間(自平成20年４月1日 至平成20年12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。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自平成20年４月1日 至平成20年12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。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自平成20年４月1日 至平成20年12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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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３四半期末） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  4,904,600

Ⅱ 売上原価  4,107,533

売上総利益  797,066

Ⅲ 販売費及び一般管理費  659,139

営業利益  137,927

Ⅳ 営業外収益      

 受取利息  89,921

 受取配当金  6,242

 為替差益  5,813

 その他  8,009

営業外収益合計   109,986

Ⅴ 営業外費用      

 その他  1,964

 営業外費用合計  1,964

経常利益  245,949

Ⅵ 特別損失      

 過年度役員退職慰労引当  
 金繰入  71,190

 特別損失合計  71,190

税金等調整前四半期純利益  174,759

税金費用  105,430

四半期純利益  69,329



（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３四半期末） 

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  174,759

 減価償却費  6,263

 退職給付引当金の増加額  4,511

 役員退職慰労引当金の増
 加額  75,120

 賞与引当金の減少額 
  

△9,691

 役員賞与引当金の減少額
  

△4,438

 受取利息及び受取配当金
  

△96,164

 為替差益 
  

△7,139

 投資有価証券売却益 
  

△3,759

 投資有価証券売却損 
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 その他の非資金損益項目
  

△266

 営業未収入金の減少額 
  

 41,995

 棚卸資産の減少額 
  

 1,803

 旅行前払金の増加額 
  

△83,423

 未収消費税等の増加額 
  

△5,125

 その他の流動資産の減少
 額 
  

 10,290

 投資その他の資産の増加   
 額 
  

△1,402

 営業未払金の減少額 
  

△131,863

 旅行前受金の減少額 
  

△209,549

 その他の流動負債の増加
 額 
  

 18,123

 長期前受収益の減少額 
  

△1,236

 その他 △341

小計 △221,368

利息及び配当金の受取額  87,793

 法人税等の支払額 △149,587

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△283,162



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期末） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

 定期預金の預入による支
 出 

△53,530

 定期預金の払戻による収
 入   53,402

 投資有価証券の取得によ
 る支出 

△915,434

 投資有価証券の売却によ
 る収入  74,981

 有形固定資産の取得によ
 る支出 

△2,387

 無形固定資産の取得によ
 る支出 

△1,408

 貸付による支出 △43,724

 貸付金の回収による収入  1,300,333

 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  412,282

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 配当金の支払額 △97,218

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△97,218

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  6,253

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  38,155

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  1,249,147



前第３四半期連結累計期間(自平成19年４月1日 至平成19年12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。 

  

     前第３四半期連結累計期間(自平成19年４月1日 至平成19年12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。 

  

     前第３四半期連結累計期間(自平成19年４月1日 至平成19年12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。 

  該当事項はありません。 

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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