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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 2,289 △30.4 △3 ― △2 ― △2 ―
21年9月期第2四半期 3,288 ― 92 ― 120 ― 39 ―

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2四半期 △69.60 ―
21年9月期第2四半期 1,083.38 ―

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2四半期 3,352 2,297 68.5 62,256.11
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2四半期  2,297百万円 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 ― 900.00
22年9月期 

（予想）
― 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   

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

通期 6,100 △8.0 215 △21.3 221 △24.8 127 △4.1 3,441.73
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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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 36,900株 21年9月期第2四半期 36,900株
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部持ち直しの兆しが見られるものの雇用環境の悪化とデフレの影

響を受け、依然として先行きの不透明な状況が継続しております。 

 当社グループ関連の海外旅行業界におきましては、不況感の浸透とともに個人消費が減速しており、需要の減少局

面におかれております。 

 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

が続いておりますが、営業利益の確保に注力しつつ、業績の回復に努めております。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は22億89百万円、営業損失は３百万円、経常損失は２百万円、四

半期純損失は２百万円となりました。  

  

  

 当第２四半期末における資産合計は、3,352百万円、負債合計は1,055百万円、純資産合計は2,297百万円となって

おります。 

 前期末比においては、大きな変動要素はなく、資産合計は114百万円減、負債合計は86百万円減、純資産合計は27

百万円減となり、自己資本比率が68.5％となりました。  

  

  

 平成22年９月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月12日に公表した業績予想を平成22年４月30日付で修

正しております。 

 詳細につきましては、平成22年４月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,766,196 1,762,501

営業未収入金 31,258 21,363

有価証券 302,443 302,280

商品及び製品 3,767 6,070

原材料及び貯蔵品 6,179 7,305

その他 127,722 88,057

貸倒引当金 △30 △20

流動資産合計 2,237,538 2,187,559

固定資産   

有形固定資産 6,690 7,896

無形固定資産 16,088 17,287

投資その他の資産   

投資有価証券 581,588 646,403

その他 511,054 607,925

投資その他の資産合計 1,092,643 1,254,328

固定資産合計 1,115,421 1,279,512

資産合計 3,352,959 3,467,071

負債の部   

流動負債   

営業未払金 130,671 206,474

未払法人税等 2,523 65,419

旅行前受金 771,670 708,680

賞与引当金 31,000 30,400

返品調整引当金 500 800

その他 56,524 73,340

流動負債合計 992,889 1,085,115

固定負債   

退職給付引当金 62,820 57,025

固定負債合計 62,820 57,025

負債合計 1,055,709 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 1,819,782 1,855,560

株主資本合計 2,307,382 2,343,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,269 △13,959

繰延ヘッジ損益 △1,862 △4,269

評価・換算差額等合計 △10,132 △18,229

純資産合計 2,297,250 2,324,931

負債純資産合計 3,352,959 3,467,071
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益 3,288,827 2,289,600

営業費用 2,608,891 1,750,778

営業総利益 679,936 538,822

販売費及び一般管理費 587,751 542,197

営業利益又は営業損失（△） 92,185 △3,374

営業外収益   

受取利息 4,598 3,085

受取配当金 160 286

為替差益 23,254 －

投資事業組合運用益 － 3,527

その他 1,157 779

営業外収益合計 29,171 7,678

営業外費用   

為替差損 － 6,690

投資事業組合運用損 913 －

営業外費用合計 913 6,690

経常利益又は経常損失（△） 120,443 △2,386

特別損失   

投資有価証券評価減 45,960 －

固定資産除却損 277 －

特別損失合計 46,237 －

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（△）

74,205 △2,386

法人税、住民税及び事業税 33,899 443

法人税等調整額 329 △261

法人税等合計 34,228 181

四半期純利益又は四半期純損失（△） 39,976 △2,568
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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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