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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21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）

営業収益 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9月期第1四半期 1,016 △45.3 △41 ― △42 ― △26 ―
21年9月期第1四半期 1,859 ― 59 ― 82 ― 19 ―

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9月期第1四半期 △723.89 ―
21年9月期第1四半期 532.21 ―

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9月期第1四半期 3,230 2,276 70.5 61,702.28
21年9月期 3,467 2,324 67.1 63,006.28

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  2,276百万円 21年9月期  2,324百万円

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9月期 ― 800.00 ― 900.00 1,700.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
900.00 ― 900.00 1,800.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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   

営業収益 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

2,840 △13.6 45 △51.2 48 △60.0 28 △29.5 764.23

通期 6,820 2.8 290 6.2 296 0.9 171 29.7 4,658.54
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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  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） 

(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 
 業績の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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9月期第1四半期 36,900株 21年9月期  36,900株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  ―株 21年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 36,900株 21年9月期第1四半期 36,900株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境の悪化と、デフレの影響を受け、依然として厳しい景

気環境が続いております。 

 当社グループ関連の海外旅行業界におきましては、国内消費減速の影響を受け、需要の減少に直面しております。

 当社グループにおきましては、消費マインドの減退に伴う旅行需要減少の影響下にあり、営業収益の伸び悩む状況

が続いております。一部に残る新型インフルエンザの心理的影響もあり、営業収益の回復基調には至りませんでし

た。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は10億16百万円、営業損失は41百万円、経常損失は42百万円、四

半期純損失は26百万円となりました。  

  

  

 当第１四半期末における資産合計は3,230百万円、負債合計は953百万円、純資産合計は2,276百万円となっており

ます。 

 前期末比においては、季節的要因による旅行前受金、営業未払金の減少を主因として、資産合計は236百万円減、

負債合計は188百万円減、純資産合計は48百万円減となっており、自己資本比率は70.5％なりました。  

  

  

 現時点における業績予想につきましては、平成21年11月12日に公表いたしました連結業績予想に変更はありませ

ん。 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なることがあります。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 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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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21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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,388,919 1,762,501

営業未収入金 14,258 21,363

有価証券 302,370 302,280

商品及び製品 3,988 6,070

原材料及び貯蔵品 6,622 7,305

その他 237,913 88,057

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 1,954,052 2,187,559

固定資産   

有形固定資産 7,031 7,896

無形固定資産 16,695 17,287

投資その他の資産   

投資有価証券 640,215 646,403

その他 612,504 607,925

投資その他の資産合計 1,252,719 1,254,328

固定資産合計 1,276,446 1,279,512

資産合計 3,230,498 3,467,071

負債の部   

流動負債   

営業未払金 95,936 206,474

未払法人税等 1,470 65,419

旅行前受金 698,259 708,680

賞与引当金 15,600 30,400

返品調整引当金 500 800

その他 81,995 73,340

流動負債合計 893,762 1,085,115

固定負債   

退職給付引当金 59,922 57,025

固定負債合計 59,922 57,025

負債合計 953,684 1,142,140

純資産の部   

株主資本   

資本金 312,000 312,000

資本剰余金 175,600 175,600

利益剰余金 1,795,639 1,855,560

株主資本合計 2,283,239 2,343,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,186 △13,959

繰延ヘッジ損益 8,761 △4,269

評価・換算差額等合計 △6,424 △18,229

純資産合計 2,276,814 2,324,931

負債純資産合計 3,230,498 3,467,071
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（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 1,859,184 1,016,439

営業費用 1,512,932 789,515

営業総利益 346,251 226,923

販売費及び一般管理費 286,939 268,229

営業利益又は営業損失（△） 59,311 △41,305

営業外収益   

受取利息 2,092 1,710

受取配当金 160 286

為替差益 19,820 －

その他 671 662

営業外収益合計 22,743 2,659

営業外費用   

為替差損 － 3,607

営業外費用合計 － 3,607

経常利益又は経常損失（△） 82,055 △42,253

特別損失   

投資有価証券評価減 46,586 －

特別損失合計 46,586 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

35,469 △42,253

法人税、住民税及び事業税 24,268 237

法人税等調整額 △8,437 △15,779

法人税等合計 15,831 △15,541

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,638 △26,711
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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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