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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 4,653 △33.2 △532 ― △579 ― △628 ―
21年3月期第2四半期 6,965 ― 97 ― 67 ― △87 ―

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

22年3月期第2四半期 △102.56 ―
21年3月期第2四半期 △14.23 ―

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

22年3月期第2四半期 5,308 963 18.2 157.23
21年3月期 7,216 1,627 22.6 265.59

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  963百万円 21年3月期  1,627百万円

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
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

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 10,200 △25.3 △260 ― △370 ― △440 ― △71.81
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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、３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） 

(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21年８月12日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正をしております。詳細につきましては、本日開示しております「平成22年３
月期第２四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．平成22年３月期の連結業績予想は、本資料発表日現在における入手可能な情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は業況の変化等により異
なる結果となる場合がありますのでご承知おき下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 6,628,000株 21年3月期  6,628,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  500,380株 21年3月期  500,380株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 6,127,620株 21年3月期第2四半期 6,128,198株
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当第２四半期（６か月）における我が国経済は、６月に政府による「景気底打ち」が宣言されたものの、引き続き世

 界経済の急速な悪化により、企業収益の減少や雇用情勢の悪化、そして消費の先行きも不透明感が強い中で推移しまし

 た。 

  旅行業界におきましては、４月に国内感染者が確認されて以降、新型インフルエンザの影響により国内・海外ともに

 旅行者が減少しました。騒動の終結した７月以降は国内・海外ともに需要は徐々に回復しておりますが、依然として個

 人消費は力強さに欠けるものとなりました。 

  このような経済環境下におきまして、当社グループの第２四半期（６か月）の売上としましては、前述の理由により

 海外渡航関連事業ならびに国内土産販売事業とも減収となり連結売上高で4,653百万円（前年同期比33.2%減）、経常損

 失は579百万円（前年同四半期 経常利益67百万円）となりました。 

  

  

  

  当第２四半期末の総資産は現預金やたな卸資産が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,907百万円減少 

 し、5,308百万円となりました。 

  負債は借入金の減少等により4,344百万円となりました。また、純資産は利益剰余金の減少等により963百万円とな 

 り、自己資本比率は18.2%となりました。  

  

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年８月12日に公表いたしました業績予想から修正しておりま

 す。詳細につきましては、本日開示しております「平成22年３月期第２四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差

 異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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 

 減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分して算定しています。  

  

該当事項はありません。  

  

  

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報

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
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    当社グループは、以下の理由により、当第２四半期連結会計期間において継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

   せるような事象又は状況が存在しております。 

   ①売上高の著しい減少 

     売上高が前第２四半期比で33.2％減少しております。なお、前期中に売却した連結子会社ウイングエース㈱の

    数値を除いた場合の売上高の前第２四半期比は、24.6％の減少となります。 

   ②重要な営業損失、経常損失、四半期純損失の計上 

     当第２四半期連結累計期間において営業損失532百万円、経常損失579百万円、四半期純損失628百万円を計上

    しております。 

   ③重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上 

     当第２四半期連結累計期間においてマイナスの営業キャッシュ・フロー812百万円を計上しております。 

     しかし、これらの事象は平成21年４月に発生した新型インフルエンザの影響による日本人出国数の激減及び国

    内旅行需要の大幅な減少によるものであり、騒動の終結した当年７月以降は海外旅行・国内旅行ともに需要は 

    徐々に回復しております。当社グループとしては、節約志向が高まっているお客様向けにお買い得感のある商品

    を積極的にアピールしてまいります。同時に、旅行関連業界で培ったノウハウを活かしインターネットを活用し

    た通信販売事業や店舗事業の推進強化を積極的に図ってまいります。 

      また、人件費については、前連結会計年度下期に転身支援制度を実施し人員の削減を図りましたが、これによ

    る人件費削減の効果が、当連結会計年度に表れてまいります。併せて、従業員給与の一部削減、役員報酬の減額

    等更なる人件費の削減を図ってまいります。 

     経費については、前連結会計年度に地代家賃等の支出内容を見直し、経費削減を図っておりますが、これに加

    え、業務委託料等の見直し等、より一層の経費削減を図ってまいります。 

    このような会社の施策を講じていくことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

   は解消に向かっておりますので、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないと判断しております。 

  

（４）将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象等について

－4－

ＲＨトラベラー㈱　(9838) 平成22年3月期第2四半期決算短信



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,433,544 2,741,413

受取手形及び売掛金 508,775 440,443

商品及び製品 388,573 510,344

原材料及び貯蔵品 233,368 202,493

その他 392,973 412,102

貸倒引当金 △26,380 △7,320

流動資産合計 2,930,855 4,299,476

固定資産   

有形固定資産 452,059 549,486

無形固定資産 40,827 32,769

投資その他の資産   

投資有価証券 532,035 577,345

その他 1,386,571 1,791,106

貸倒引当金 △34,314 △35,074

投資その他の資産合計 1,884,292 2,333,377

固定資産合計 2,377,180 2,915,633

繰延資産 183 1,001

資産合計 5,308,218 7,216,111

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 454,253 381,501

短期借入金 1,700,000 1,950,000

1年内償還予定の社債 128,050 169,640

1年内返済予定の長期借入金 752,620 983,480

未払法人税等 27,389 52,987

その他 586,309 627,573

流動負債合計 3,648,621 4,165,183

固定負債   

社債 － 50,000

長期借入金 664,665 963,295

その他 31,471 410,206

固定負債合計 696,136 1,423,501

負債合計 4,344,758 5,588,684
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 △333,253 338,102

自己株式 △250,569 △250,569

株主資本合計 949,967 1,621,323

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,148 36

繰延ヘッジ損益 － 199

為替換算調整勘定 9,343 5,867

評価・換算差額等合計 13,492 6,103

純資産合計 963,459 1,627,426

負債純資産合計 5,308,218 7,216,111
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,965,093 4,653,673

売上原価 3,124,017 2,154,920

売上総利益 3,841,075 2,498,753

販売費及び一般管理費 3,744,003 3,031,025

営業利益又は営業損失（△） 97,071 △532,271

営業外収益   

受取利息 4,626 2,327

受取配当金 7,519 4,472

保険解約返戻金 7,618 2,560

その他 14,432 3,209

営業外収益合計 34,196 12,569

営業外費用   

支払利息 53,810 43,262

その他 9,743 16,083

営業外費用合計 63,554 59,346

経常利益又は経常損失（△） 67,713 △579,048

特別利益   

固定資産売却益 91 －

投資有価証券売却益 214 5,969

貸倒引当金戻入額 10,184 759

その他 1,809 563

特別利益合計 12,299 7,292

特別損失   

固定資産除却損 1,257 2,221

投資有価証券売却損 － 526

減損損失 － 848

投資有価証券評価損 104,671 12,439

たな卸資産評価損 － 7,052

その他 11,672 10,019

特別損失合計 117,600 33,106

税金等調整前四半期純損失（△） △37,586 △604,863

法人税、住民税及び事業税 44,287 23,803

法人税等調整額 416 △204

法人税等合計 44,704 23,599

少数株主利益 4,926 －

四半期純損失（△） △87,217 △628,462
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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