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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 3,552 △26.8 △167 ― △107 ― △144 ―
21年3月期 4,854 △17.4 69 △40.6 152 △35.4 △491 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △14.72 ― △4.2 △2.2 △4.7
21年3月期 △50.27 ― △14.4 3.2 1.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 4,858 3,496 72.0 357.52
21年3月期 4,723 3,424 72.5 350.17

（参考） 自己資本   22年3月期  3,496百万円 21年3月期  3,424百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 21 17 △19 1,210
21年3月期 △102 △91 △97 1,185

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 19 ― 0.6
22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 19 ― 0.6
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 4.00 4.00 39.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

2,150 25.3 4 ― 44 ― 40 ― 4.09

通期 4,500 26.7 50 ― 130 ― 117 ― 11.96



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、 28ページ「１株当たりの情報」をご覧ください。 

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 9,780,000株 21年3月期 9,780,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  403株 21年3月期  403株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 3,552 △26.8 △183 ― △103 ― △138 ―
21年3月期 4,854 △17.4 55 △46.4 145 △36.5 △485 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

22年3月期 △14.19 ―
21年3月期 △49.67 ―

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

22年3月期 4,868 3,514 72.2 359.39
21年3月期 4,733 3,437 72.6 351.52

（参考） 自己資本 22年3月期  3,514百万円 21年3月期  3,437百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載さている業績見通し等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、為替の変動等様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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

第2四半期 
累計期間

2,150 25.3 4 ― 42 ― 38 ― 3.90

通期 4,500 26.7 48 ― 128 ― 115 ― 11.76



（1）経営成績に関する分析 

   (当期の経営成績) 

   当連結会計年度におけるわが国経済は、長引く景気後退局面から一部の産業においては持ち直しの動きは見られて

  きたものの、リーマンショック以降の企業収益悪化から雇用情勢および所得環境にも影響を及ぼすなど、消費マイン

  ドは引き続き低迷し、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しました。   

  海外旅行業界を取り巻く環境も、昨年来の新型インフルエンザの影響や長引く景気減速懸念による消費マインドの

落込みにより旅行環境は一段と悪化し、業界全体としては引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、『中期経営戦略』に基づい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」や「高い安心感と満足感」の提供を実践し、他社と差別化されたサービスのより一層

の向上により顧客満足度の更なる追求、販売の強化と拡充を目指してまいりました。  

  販売面におきましては、積極的な販売活動を実施してまいりましたが、長引く景気減速懸念からの旅行需要の落込

みと新型インフルエンザの影響に加え、(ドナウ川の渇水・ペルーマチュピチュの水害)自然災害によるツアーキャン

セルが発生したことにより計画を大幅に下回る結果となりました。 

  商品開発面におきましては、顧客に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、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、営業利益及び経常利益は、残念ながら営業収益(売上高)の大幅な落込みにより前年を大きく下

回る結果となりました。 

  その結果、当連結会計期間の業績の累計は、売上高35億52百万円(前年同期比 26.8%減)、営業損失1憶67百万円

(前年同期 営業利益69百万円) 、経常損失1億7百万円(前年同期 経常利益1億52百万円)、当期純損失1億44百万円

(前年同期 当期純損失4憶91百万円)となりました。                             

                                                           

   (経営重点施策)    

    1.当社の商品に対して、お客様に安心と安全の気持ちをお持ちいただく当社の企業理念の一つである「安心の旅を 

      お届けする」をより徹底し、外務省発表の海外旅行危険情報や当社独自の判断と検討に基づき、お客様に安心し 

      てご旅行していただける地域・方面の旅行のみを催行しました。 

    2.ツアー(商品) 企画作りにおいては、当社の基本方針である「ゆとりある豊かな旅」を徹底する具体的施策とし 

      て、より一層のゆとり・サービス・満足感を提供することを目的として、経営企画室を中心に組織横断的に全て 

      の企画をチェックし、信頼性をより高めてまいりました。 

    3.お客様のご希望、ご意見をより具体的に反映させていくため、社員によるお客様窓口担当制の更なる充実を図 

      り、お客様とコミュニケーションを常に持ち続け、より一層の信頼やサービスの向上に努めてまいりました。 

    4.旅行説明会や月刊情報誌「スカイニュース」などを通じて、タイムリーな情報提供とともに、お客様の不安や疑 

      問を解消することに努め、信頼に結びつける努力をしてまいりました。 

       

１．経営成績



   (業績の分析) 

   A. 販売実績 

   B. 種別旅行販売実績 

   C.年齢別顧客構成 

   D. 利用回数別内訳 

区分 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

旅行売上（千円）  4,833,499  3,535,894

その他売上（千円）  20,855  16,279

合計（千円）  4,854,354  3,552,173

区分 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

主催旅行（千円）  4,643,545  3,407,974

手配旅行（千円）  189,953  127,920

合計（千円）  4,833,499  3,535,894

区分 

顧客構成

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

39歳以下    人 80    ％ 1.2  人 62      ％ 1.2

40歳代  53  0.8  52  1.0

50歳代  192  2.9  165  3.1

60歳代  2,014  30.4  1,546  29.0

70歳代  3,544  53.5  2,861  53.7

80歳以上  741  11.2  640  12.0

合計  6,624  100.0  5,326  100.0

区分 

顧客構成（人）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１回（新規）  1,715  1,426

２回  839  747

３回  635  503

４回  422  374

５回以上  1,892  1,467

合計  5,503  4,517

延べ人数  6,624  5,326

リピーター比率（％）  74.1  73.2



    E. 渡航先別顧客数 

   F. 仕入実績 

   

行先 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ヨーロッパ（人）  4,176  2,978

ロシア（人）  212  200

中東（人）  341  281

北米（人）  672  397

中南米（人）  188  89

オセアニア（人）  235  176

アジア（人）  648  1,093

アフリカ（人）  152  102

その他（人）  －  10

合計（人）  6,624  5,326

商品名 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

航空運賃・地上費（千円）  3,372,008  2,446,055

その他（千円）  208,614  158,254

合計（千円）  3,580,622  2,604,309



（次期の見通し）  

 海外旅行業界としては、国内の企業環境には一部回復の兆しが見えてきており、昨年度新型インフルエンザの影響で

海外旅行を取止めたお客様の需要回復等により前年に比べて回復の兆しは見えてくるものと思われます。ただし、欧州

におけるアイスランドの火山噴火やギリシャの危機の問題等の不安材料が浮上するなどの外部要因も影響し、業界全体

としては引き続き厳しい状況が続くものと思われます。 

  

 このような状況の下、当社グループといたしましては、今年度より新たに『中期経営戦略3カ年計画』（2010年4月～

2013年3月）を策定いたしました。今後、中期計画に基づいた経営重点施策から、お客様の立場に配慮した「ゆとりあ

る豊かな旅」や「高い安心感と満足感」の提供を実践してまいります。高い顧客満足度を追求し、販売の強化と拡充お

よびサービスのより一層の向上を目指してまいります。なお、引き続き利益率の改善と経費節減に努める所存でありま

す。  

  

 平成23年3月期の業績見通しにつきましては、4月のアイスランドの火山の噴火（自然災害）によるツアー催行の取り

消し（概算売上1億20百万円）を踏まえて、営業収益（売上高）45億円、営業利益50百万円、経常利益1億30百万円、当

期純利益1憶17百万円を予想しております。 

  

 (2）財政状態に関する分析 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

  当連結会計年度末における流動資産の残高は、18億21百万円(前連結会計年度末は18億30百万円)となり、前連

結会計年度末と比べて8百万円の減少となりました。主な増加要因としては、現金及び預金が25百万円増加したこ

と、その他の流動資産が26百万円増加したこと、営業債権が70百万円増加したことが挙げられます。また、主な

減少要因としては、予定納税に伴う未収還付法人税等が35百万円減少したこと、繰延税金資産及びデリバティブ

債権が73百万円減少したこと、１年以内回収の短期貸付金が24百万円減少したことが挙げられます。 

（固定資産） 

  当連結会計年度末における固定資産の残高は、30億36百万円(前連結会計年度末は28億92百万円）となり、前連

結会計年度末と比べて1億43百万円の増加となりました。特に、投資その他の資産が1億51百万円増加したことが

大きく、その主な増加要因としては、投資有価証券の評価による増加1億99百万円が挙げられます。また、主な減

少要因としては、税効果会計に伴う繰延税金資産が35百万円減少したことが挙げられます。 

（流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、11億80百万円（前連結会計年度末は11億16百万円）となり、64

百万円の増加となりました。主な増加要因としては、営業債務が1億71百万円増加したことが挙げられます。ま

た、主な減少要因としては、為替の変動に伴いデリバティブ債務が82百万円減少したことが挙げられます。 

（固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、1億80百万円（前連結会計年度末は1億81百万円）となり、1百万

円の減少となりました。主な増加要因としては、役員退職引当金を含む退職給付引当金が10百万円増加したこと

が挙げられます。また、主な減少要因としては、為替ヘッジ取引に伴う長期前受収益の取崩13百万円によるもの

であります。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産の残高は、34億96百万円（前連結会計年度末は34億24百万円）となり、71百

万円の増加となりました。主な増加要因としては、有価証券評価差額金の時価評価及び為替予約の時価評価に伴

うの評価・換算差額等が2億35百万円増加したことが挙げられます。また、主な減少要因としては、当期純損失の

計上および配当金の支払いによるものであります。 

  



②キャッシュ・フローの状況 

 <キャッシュ・フロー計算書> 

 当連結会計年度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） 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、21百万円の資金の増加となりました。  

主な増減要因としては、                                        

①税金等調整前当期純損失1億7百万円の計上                               

②営業債権・債務残高の変動に伴い資金が1億1百万円増加したこと                     

③法人税等の還付により資金が32百万増加したこと                            

④長期前受収益の取崩により資金が13百万円減少したこと                         

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の資金の増加となりました。   

主な増減要因としては、                                        

①業務提携先よりの貸付金の回収により資金の35百万円増加したこと                     

②投資有価証券の運用により資金が17百万円減少したこと  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動による資金の減少は、19百万円となりました。これは配当金の支払いによるものであります。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 （注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオに関しては、借入金及び有利子負債等の発生がないため省 

   略しております。 

   １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

  

  前連結会計年度（千円） 当連結会計年度（千円） 比較増減（千円）

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △102,090  21,186  123,276

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △91,316  17,610  108,927

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △97,679  △19,974  77,705

 現金及び現金同等物期末残高  1,185,775  1,210,851  25,076

  平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％）  77.9  77.7  75.8  72.5  72.0

時価ベースの株主資本比率

（％） 
 155.9  120.5  68.8  43.3  40.1



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要政策のひとつとして位置付けております。安定的な経営

基盤の確保に加え、株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましては原則として、業績に応じた適

正な利益配分を継続的に実施することとし、当期純利益額の３分の１ (円未満の端数処理は、四捨五入) 以上を

利益配当とする基本方針です。 

 当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としております。 

 その剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。 

 内部留保資金につきましては、今後とも予想される業界内の競争の激化に対し、将来の事業投資に活用し、経

営基盤の安定と拡大に努めてまいる所存です。 

  当期の利益配当につきましては、平成22年2月8日の業績予想の修正に関するお知らせで記載したとおり、当期

は、新型インフルエンザの影響により業績は計画を下回る結果となりましたが、現在は、その脅威も薄れ業績は

順調に推移しており、株主各位に対する配当はにつきましては、長年の株主の皆様のご支援に報いるためにも、発表

通り1株当たり年間2円配当といたします。 

また、次期における利益配当予想は、１株あたり年間4円配当を計画しております。 

  

(4）事業等のリスク 

  当社の経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、決算短信提出日（平成22年5月11日）現在において当社が判断したもの

であります。 

1．外的要因によるリスク 

  当社の海外旅行事業は、海外における外部要因に強く影響を受ける環境にあります。海外において戦争、テ

ロ、疾病、自然災害などが発生した場合、その危険度に応じて発出される外務省の渡航情報等の通達により、当

該地域の旅行催行を延期または中止するなどの措置をとる必要があります。このような場合、当該地域の営業収

益が減少することにより、経営成績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

2．心的要因によるリスク 

  当社の顧客層である熟年層は、年間を通じていつでも旅行に参加できる環境にあります。そのため、上記 1.

に記載した事象が発生した場合、心理的に該当地域とは何ら無関係の地域の旅行についても一時的に買い控えを

する傾向にあります。その場合、経営成績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

3．経済環境によるリスク 

  当社の海外旅行事業はレジャー産業ということもあり、景気状況の影響を敏感に受ける環境にあります。今

後、景気の急激な減速や株式市場の停滞など、経済環境が大幅に悪化した場合、レジャーに対する個人消費の減

退が予想され、これにより、経営成績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

4．為替の変動によるリスク 

  当社ツアーの海外地上手配費の支払いは、基本的に外貨建てで行っております。ツアー企画時の為替と催行後

の原価支払いの間には場合により3ヶ月から6ヶ月の期間差異があるため、その間に為替が円安に揺れることを想

定し、販売計画額の8割強を為替予約等によりヘッジしております。ただし、世界情勢などの影響により、予想を

大幅に上回る為替相場の変動（円安）が生じた場合には、経営成績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

5. 経営上の重要な契約によるリスク  

 当社は、平成18年7月、オランダの船会社ユーロ・クルーズ・ホールディング社(EUROCRUISE HOLDINGS B.V.)  

との間に業務提携を締結し、当社が企画するツアーにおいて、同社保有の船舶を毎年一定期間利用するという契

約となっております。  

 当該業務提携は、当社募集型企画旅行の催行において重要な契約であり、この契約が円滑に履行されなかった

場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

  

  



  当企業集団は、株式会社ニッコウトラベル（当社）および連結子会社である株式会社ニッコウ企画により構成され

ております。 

 当社は、一般顧客を対象とした海外旅行事業及び附帯事業を行っております。連結子会社である株式会社ニッコウ企

画は、当社旅行商品の広告の代理業務を担当しております。位置付け及び事業系統図は次のとおりです。 

  

 
  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

  当社の基本方針 ： 「ゆとりある豊かな旅」の創造 

お客様の立場に配慮した「ゆとりある豊かな旅」の供給を通じて、「高い安心感と満足感」を提供する事こそが、

当社の旅行会社としての使命であると考えております。この設立当初からの一貫した基本理念に基づき、「満足度

オンリーワン」企業を目指し、全社一丸となって妥協を許さない高付加価値サービスの追求に全精力を傾けてまい

ります。 

(2）目標とする経営指標 

  当社は、下記の指標を中期的な目標(いずれも連結数値)とし、企業価値の向上に努めてまいります。 

 ①自己資本の運用効率指標である自己利益率(ROE)         8％以上   

 ②売上高経常利益率                      10％以上   

 ③営業収益                         50億円以上   

 これらの経営指標は、投資家の投資収益率と密接な関係があり、株主価値の増大を数値的に判断する指標として

重要だと認識しております。この数値を実現するため、高付加価値サービスの飽くなき追求により経営基盤の強化

及び拡大による高収益体制の強化に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  経営の基本方針を実現するために、新『中期経営戦略3カ年計画』（2010年4月～2013年3月）を推進します。その

基本的理念は、顧客満足の更なる追求、サービスのより一層の向上、販売基盤の強化と拡充が挙げられます。  

  その課題として、当社の主たる顧客層である65歳以上の新規顧客の取込みと、より満足していただける商品の開

発が挙げられます。 

  そのために当社は、以下の施策を展開してまいります。  

①春・秋とそれぞれの季節に適した地域にて、新規顧客導引力のあるセレナーデ号（ヨーロッパでの河クルーズ

船）利用の商品展開を新聞広告等を活用し、新規顧客の拡充を図る。      

②セレナーデ号利用の商品をはじめとし、ヨーロッパにおけるスーパーリラックスカー利用、連泊中心の行程な

  ど、他社とのツアーとは明らかな一線を画す付加価値の高いツアー創造を行い、より一層の差別化を図る。   

③各月に行われている「旅行説明会」を主に、より多くの熟年層にニッコウトラベルの旅行商品を訴求するとと

もに、新規見込み客一人一人に対しては丁寧な対応を徹底し、今まで以上に「顔の見える営業」を行う。   

④既に実践している「窓口制度」におけるCRM（カスタマーリレーションマーケティング）を、社内IT顧客管理 

  システムを 大限に活用して一層推し進め、顧客個々のニーズを的確に理解しながら、各セグメントに対して

それぞれのニーズにマッチした商品提供を行なう。                           

⑤社内における業務フローを常に見直し、より的確な顧客対応及び効率の良い手配業務を行えるよう創造する。 

(4）会社の対処すべき課題 

    中長期的な経営戦略を推進するための対処すべき事項 

     ①当社が対象とする65歳以上の新規顧客層の獲得が 大の課題であります。年々顧客ニーズが多様化し、また、

         当社が獲得したい顧客層は、海外旅行経験が豊富であることから、厳しい商品選択を行われることが予想され

         ます。その中で、顧客のニーズを熟知せずしての商品造成はいたずらに催行率を下げるばかりか利益率を同時

         に落とす危険性を孕んでいます。そのための施策として、あらゆるアンケートを 大限に活用し、 CRM（カス

         タマーリレーションマーケティング）を実践して、顧客層に「必要とされる」「なくてはならない」旅行会社

         であり続ける必要があります。 

       ②当社商品特性(旅のゆったり度マーク)の認知の徹底を図る 

        商品面の特性としては、当社の企業方針である「ゆとりある豊かな旅」の更なる追求である「高い安心感と満

         足感」を提供するため、当社のツアーは旅の日程、旅の内容に基づき、旅のゆったり度を三段階のマークで表

         示しております。これは、その商品特性を積極的に顧客へ浸透させることにより、体力的な理由等で一度旅を

         あきらめた人への販売の拡充に努めることを主眼としております。他社商品との差別化という点で商品選択の

         指針となるこの特性を、広く認知させていく必要があります。 

       ※当社独自の商品判断基準「旅のゆったり度マーク」の説明 

       ★ゆったり度①は、当社商品の定番であり、連泊を取り入れながら、各訪問地の魅力をしっかりとご案内する旅

         であり、歩行観光は、１時間程度を原則に取り入れた旅行であります。 

       ★ゆったり度②は、連泊を中心とした旅で、午前９時出発午後４時30分着の日程を原則に、徒歩観光は、長い階

         段や急な坂道観光はなく、30分程度を原則に取り入れた旅行であります。 

       ★ゆったり度③は、海外旅行に対して体力的に不安を感じている人にもご参加いただける旅であり、観光は車窓

３．経営方針



         観光が基本となっており、歩行観光をしていただく際には、徒歩時間は 小限にとどめており、午前９時出発

         午後４時30分着の日程を原則に、2連泊、3連泊が中心の旅行であります。 

    (5) その他、会社の経営上重要な事項                                    

         a.社員に対してサービス業の原点である顧客第一主義の徹底を図り、社内外での教育を充実し、より満足いた

      だける顧客サービスの提供ができる添乗員の育成に努めてまいります。 

      b.当社グループ独自のビジネスモデルをより確立させるとともに、継続的な成長を目指してまいります。 

      c.財務報告に係る内部統制システムの構築を行い、コンプライアンス体制をより一層強化するとともに、コー

      ポレートガバナンスの強化と企業価値向上に努めてまいります。 

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,191,718 1,216,863

営業未収入金 20,236 22,656

有価証券 47,758 47,818

貯蔵品 2,649 5,113

未収還付法人税等 37,239 1,450

旅行前払金 292,358 360,600

短期貸付金 82,087 58,067

繰延税金資産 82,688 23,627

デリバティブ債権 14,883 －

その他 59,131 85,812

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 1,830,692 1,821,952

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 △103,135 △105,891

建物及び構築物（純額） 46,183 43,428

土地 37,780 37,780

その他 85,658 79,954

減価償却累計額 △77,083 △74,636

その他（純額） 8,574 5,317

有形固定資産合計 92,538 86,526

無形固定資産   

ソフトウエア 3,885 2,642

その他 13,538 13,538

無形固定資産合計 17,423 16,180

投資その他の資産   

投資有価証券 737,760 937,489

長期貸付金 1,756,780 1,745,019

保険積立金 46,718 47,483

敷金及び保証金 195,388 194,830

繰延税金資産 35,907 －

その他 11,964 10,793

貸倒引当金 △2,100 △2,100

投資その他の資産合計 2,782,418 2,933,514

固定資産合計 2,892,381 3,036,221

資産合計 4,723,074 4,858,173



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 193,657 306,598

未払法人税等 963 8,804

旅行前受金 658,748 717,547

賞与引当金 25,088 23,959

デリバティブ債務 168,958 86,627

その他 69,185 37,382

流動負債合計 1,116,602 1,180,919

固定負債   

繰延税金負債 － 1,500

退職給付引当金 85,129 91,623

役員退職慰労引当金 81,324 85,533

長期前受収益 15,504 2,239

固定負債合計 181,958 180,896

負債合計 1,298,560 1,361,816

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 1,904,759 1,741,197

自己株式 △218 △218

株主資本合計 3,748,390 3,584,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △227,654 △2,028

繰延ヘッジ損益 △96,221 △86,442

評価・換算差額等合計 △323,876 △88,471

純資産合計 3,424,514 3,496,357

負債純資産合計 4,723,074 4,858,173



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益 4,854,354 3,552,173

営業原価 3,933,987 2,933,074

営業総利益 920,366 619,098

販売費及び一般管理費 ※1  850,963 ※1  786,663

営業利益又は営業損失（△） 69,403 △167,565

営業外収益   

受取利息 70,325 63,895

受取配当金 9,350 10,610

投資有価証券売却益 238 52

為替差益 － 102

その他 3,650 8,337

営業外収益合計 83,564 82,998

営業外費用   

投資有価証券売却損 － 22,790

為替差損 897 －

その他 37 299

営業外費用合計 934 23,089

経常利益又は経常損失（△） 152,033 △107,655

特別損失   

固定資産除却損 － ※2  114

投資有価証券評価損 608,218 －

その他 9,909 －

特別損失合計 618,128 114

税金等調整前当期純損失（△） △466,094 △107,769

法人税、住民税及び事業税 10,437 5,804

法人税等調整額 15,049 30,428

法人税等合計 25,486 36,232

当期純損失（△） △491,581 △144,002



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 932,550 932,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 932,550 932,550

資本剰余金   

前期末残高 911,300 911,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 911,300 911,300

利益剰余金   

前期末残高 2,494,137 1,904,759

当期変動額   

剰余金の配当 △97,797 △19,559

当期純損失（△） △491,581 △144,002

当期変動額合計 △589,378 △163,561

当期末残高 1,904,759 1,741,197

自己株式   

前期末残高 △180 △218

当期変動額   

自己株式の取得 △37 －

当期変動額合計 △37 －

当期末残高 △218 △218

株主資本合計   

前期末残高 4,337,806 3,748,390

当期変動額   

剰余金の配当 △97,797 △19,559

当期純損失（△） △491,581 △144,002

自己株式の取得 △37 －

当期変動額合計 △589,415 △163,561

当期末残高 3,748,390 3,584,828



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △168,050 △227,654

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,604 225,626

当期変動額合計 △59,604 225,626

当期末残高 △227,654 △2,028

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,012 △96,221

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94,209 9,778

当期変動額合計 △94,209 9,778

当期末残高 △96,221 △86,442

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △170,063 △323,876

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △153,813 235,405

当期変動額合計 △153,813 235,405

当期末残高 △323,876 △88,471

純資産合計   

前期末残高 4,167,743 3,424,514

当期変動額   

剰余金の配当 △97,797 △19,559

当期純損失（△） △491,581 △144,002

自己株式の取得 △37 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △153,813 235,405

当期変動額合計 △743,228 71,844

当期末残高 3,424,514 3,496,357



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △466,094 △107,769

減価償却費 8,918 7,141

退職給付引当金の増減額（△は減少） △166 6,493

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,434 4,209

賞与引当金の増減額（△は減少） △527 △1,128

受取利息及び受取配当金 △79,676 △74,506

為替差損益（△は益） 14,041 2,676

投資有価証券売却益 △238 △52

投資有価証券売却損 － 22,790

投資有価証券評価損益（△は益） 608,218 －

固定資産除却損 － 114

その他の非資金損益項目 △664 △313

営業未収入金の減少額 12,943 △2,419

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,270 △2,463

旅行前払金の増減額(△増加) 4,290 △68,242

未収消費税等の増減額（△は増加） △6,094 △4,870

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,149 5,818

その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） 1,684 1,171

営業未払金の増減額(△は減少) △87,594 112,941

旅行前受金の増減額(△は減少) △101,677 58,798

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,056 △927

長期前受収益の増減額（△は減少） △14,948 △13,265

小計 △108,085 △53,805

利息及び配当金の受取額 58,753 47,164

法人税等の支払額 △52,758 △4,817

法人税等の還付額 － 32,645

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,090 21,186

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 △53,831

定期預金の払戻による収入 53,530 53,702

投資有価証券の取得による支出 △122,301 △19,842

投資有価証券の売却による収入 3,092 2,566

有形固定資産の取得による支出 △3,119 －

無形固定資産の取得による支出 △2,620 －

保険の積立による支出 △764 △764

貸付けによる支出 △4,121 －

貸付金の回収による収入 38,690 35,780

敷金及び保証金の差入による支出 △860 △860

敷金及び保証金の回収による収入 860 860



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,316 17,610

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 △37 －

配当金の支払額 △97,641 △19,974

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,679 △19,974

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,299 6,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △309,386 25,076

現金及び現金同等物の期首残高 1,495,161 1,185,775

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,185,775 ※1  1,210,851



 該当事項はありません。 

   

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社はすべて連結されております。

 当該連結子会社は、株式会社ニッコウ

企画１社であります。 

同左 

２．持分法の適用に関する事項  関連会社はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項     

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

    償却原価法(定額法) 

  その他有価証券  

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

  その他有価証券  

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時

 価法（評価差額は全部純資産直入

 法により処理し、売却原価は総平

 均法により算定） 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

貯蔵品 

 終仕入原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

   なお主な耐用年数は次のとおりであ

  ります。  

    建物及び構築物   ６～51年 

    器具備品及び運搬具 ４～20年 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用ソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

  

  

  (3) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当連結会

計年度における支給見込額に基づき計

上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生した連結会計

年度から費用処理することとしており

ます。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5) 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労引当金は、役員の退職

慰労金の支払いに備えるため、内規に

基づき当連結会計年度末要支給額を計

上しております。  

(5) 役員退職慰労引当金 

       同左 

(4）収益及び費用の計上基準  航空券のみの販売を除く旅行に関する

営業収益及び営業原価は、帰着日基準

で、航空券のみの販売による営業収益及

び営業原価は、出発日基準で計上してお

ります。 

同左 

(5）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨

建金銭債権債務については振当処理を

行っております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 外貨預金及びデリバティブ取引

（為替予約取引及び通貨スワップ取

引） 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

 海外仕入による外貨建買入債務及

び外貨建予定取引 

ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 為替リスクを回避する目的で、仕入

債務の支払の一部についてキャッシ

ュ・フローを固定化しております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、両方の変

動額を基礎にして判定しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっており、控除対象外消

費税及び地方消費税は、当連結会計年

度の費用として処理しております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

  

  

  

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手持現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 



  

  

表示方法の変更  

  

  

     

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 (たな卸資産の評価に関する会計処理) 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表分 企業

会計基準第９号) を適用しております。これによる当連結

会計年度の損益に与える影響はありません。 

  

  ――――― 

 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日 内閣府

令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当

連結会計年度から「貯蔵品」として掲記しております。 

 尚、前連結年度の「貯蔵品」は、4,920千円でありま

す。 

  

  

  

―――――  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

 前連結会計年度 

（平成21年3月31日）  

 当連結会計年度 

（平成22年3月31日） 

  

  

―――――  

 １．偶発債務 

 当社はEuro Cruise Holdings B.V．(以下、「同社」と

する)と平成18年7月に業務提携を行い、当社優先利用の

河川クルーズ船の建造を委託するとともに、融資契約を

締結しております。同河川クルーズ船は平成19年5月より

運航を開始し、当社は事業年度のうち一定期間チャータ

ーをしております。また、同船舶の運航業務につきまし

ては同社に全面的に委託しております。 

 業務提携に基づく運航業務委託費の範囲等に関し、当

社と同社との認識の間に一部不一致があり、現在当該認

識の相違について協議中であります。 

 当社といたしましては、同社の主張は根拠がないもの

と判断し、当社の認識は契約に基づく適正なものとし

て、その正当性を主張していく方針でありますが、当該

認識の差異の解消に関する結果を予測することは現時点

では困難であり、今後の交渉の結果次第によっては当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

  

  

  

  



  

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

給与・賞与 320,896千円

地代・家賃  121,236

広告宣伝費  19,251

支払手数料  111,265

減価償却費  7,204

賞与引当金繰入額  18,650

退職給付引当金繰入額  10,879

役員退職慰労引当金繰入  4,434

給与・賞与 千円294,566

地代・家賃  121,040

広告宣伝費  16,131

支払手数料  97,930

減価償却費  5,898

賞与引当金繰入額  17,886

退職給付引当金繰入額  11,530

役員退職慰労引当金繰入  4,209

 ――――― ※２．固定資産除却損の内訳は、器具・備品の除却114千

円であります。 



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項       

   該当事項はありません。  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

     （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  9,780,000  －  －  9,780,000

合計  9,780,000  －  －  9,780,000

自己株式         

普通株式  274  129  －  403

 合計  274  129  －  403

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式  97,797  10 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月24日 

定時株主総会 
普通株式  19,559  利益剰余金  2 平成21年3月31日 平成21年6月25日 



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

     （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

 （開示の省略） 

  リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、関連当事者情報に関す

  る注記は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  9,780,000  －  －  9,780,000

合計  9,780,000  －  －  9,780,000

自己株式         

普通株式  403  －  －  403

 合計  403  －  －  403

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年6月24日 

定時株主総会 
普通株式  19,559  2 平成21年3月31日 平成21年6月25日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年6月25日 

定時株主総会 
普通株式  19,559  利益剰余金  2 平成22年3月31日 平成22年6月28日 



  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定  1,191,718千円

有価証券勘定（ＭＭＦ等）  47,758

預入期間が３ヵ月を越える定期預金  △53,702

現金及び現金同等物  1,185,775

現金及び預金勘定   千円1,216,863

有価証券勘定（ＭＭＦ等）  47,818

預入期間が３ヵ月を越える定期預金  △53,831

現金及び現金同等物  1,210,851



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

金額（千円） 金額（千円）

繰延税金資産（流動）   

次期仕入値引認定額 4,602

旅行前払金等に含まれる未実現利益 3,625

賞与引当金繰入超過額 9,442

未払法定福利費 1,177

繰延ヘッジ損益 66,040

その他 24

 繰延税金資産（流動）合計額 84,913

  繰延税金負債 (流動)との相殺額 △2,224

  繰延税金資産（流動）の純額 82,688

繰延税金負債 (流動)   
  未収事業税  2,224
  繰延税金資産 (流動)との相殺額  △2,224
  繰延税金負債 (流動)の純額  －
繰延税金資産（固定）   
退職給付引当金繰入超過額 31,514

その他有価証券評価差額金 92,655

通貨スワップ取引にかかる長期前受収益 6,310

役員退職慰労引当金  33,098

有価証券評価損 123,138

繰越欠損金  79,448

その他 1,591

小計 367,757

評価性引当額  △328,780

繰延税金資産（固定）合計額 38,976

繰延税金負債（固定）との相殺額 △3,069

繰延税金資産（固定）の純額 35,907

繰延税金負債（固定）   

前払年金費用 3,069

繰延税金負債（固定）合計額 3,069

繰延税金資産（固定）との相殺額 △3,069

繰延税金負債（固定）の純額 －

繰延税金資産（流動）   

次期仕入値引認定額 9,167

旅行前払金等に含まれる未実現利益 2,522

賞与引当金繰入超過額 9,003

未払法定福利費 1,123

繰延ヘッジ損益 35,182

未払事業税  1,786

その他 24

 小計 58,808

 評価性引当額 △35,182

 繰延税金資産（流動）合計額 23,626

繰延税金資産（固定）    
退職給付引当金繰入超過額 33,865

その他有価証券評価差額金 825

通貨スワップ取引にかかる長期前受収益 911

役員退職慰労引当金  34,812

有価証券評価損 122,100

繰越欠損金  116,186

その他 1,689

小計 310,390

評価性引当額  △308,753

繰延税金資産（固定）合計額 1,636

繰延税金負債（固定）との相殺額 △1,636

繰延税金資産（固定）の純額 －

繰延税金負債（固定）   

前払年金費用 3,137

繰延税金負債（固定）合計額 3,137

繰延税金資産（固定）との相殺額 △1,636

繰延税金負債（固定）の純額 1,501

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異発生原因の主な内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異発生原因の主な内訳 

  税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を

 省略しております。 

  税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を

 省略しております。 



 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社及び連結子会社は、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。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

  

 （注） １株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外営業収益

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額（円）  350.17  357.52

１株当たり当期純利益金額又は当

期純損失(△) （円） 
 △50.27  △14.72

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の金額については、1株当た

り当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の金額については、1株当た

り当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  △491,581  △144,002

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△)（千円） 
 △491,581  △144,002

期中平均株式数（株）  9,779,645  9,779,597

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,162,306 1,178,393

営業未収入金 20,236 22,656

有価証券 31,923 31,960

貯蔵品 2,649 5,113

旅行前払金 ※1  301,265 ※1  366,797

未収還付法人税等 37,239 905

前払費用 6,137 7,026

未収入金 759 1,818

未収消費税等 14,187 19,057

未収収益 － 50,237

短期貸付金 82,087 58,067

デリバティブ債権 14,883 －

繰延税金資産 79,063 21,105

その他 38,306 7,630

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 1,790,986 1,770,711

固定資産   

有形固定資産   

建物 144,543 144,543

減価償却累計額 △98,611 △101,353

建物（純額） 45,932 43,189

構築物 4,776 4,776

減価償却累計額 △4,524 △4,537

構築物（純額） 251 238

車両運搬具 7,129 7,129

減価償却累計額 △6,915 △6,986

車両運搬具（純額） 213 142

工具、器具及び備品 78,529 72,825

減価償却累計額 △70,168 △67,650

工具、器具及び備品（純額） 8,360 5,175

土地 37,780 37,780

有形固定資産合計 92,538 86,526

無形固定資産   

借地権 11,000 11,000

ソフトウエア 3,885 2,642

電話加入権 2,538 2,538

無形固定資産合計 17,423 16,180



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 725,663 937,314

関係会社株式 63,138 63,138

長期貸付金 1,754,310 1,743,791

従業員に対する長期貸付金 2,469 1,227

保険積立金 46,718 47,483

敷金及び保証金 195,388 194,830

繰延税金資産 35,907 －

その他 8,917 7,718

投資その他の資産合計 2,832,513 2,995,502

固定資産合計 2,942,475 3,098,209

資産合計 4,733,462 4,868,921

負債の部   

流動負債   

営業未払金 ※1  188,672 ※1  303,080

未払金 ※1  55,279 ※1  25,185

未払費用 13,531 13,961

未払法人税等 － 8,804

旅行前受金 658,748 717,547

賞与引当金 23,201 22,120

デリバティブ債務 168,958 86,627

その他 13,072 4,424

流動負債合計 1,121,463 1,181,750

固定負債   

繰延税金負債 － 1,500

退職給付引当金 77,431 83,206

役員退職慰労引当金 81,324 85,533

長期前受収益 15,504 2,239

固定負債合計 174,259 172,479

負債合計 1,295,723 1,354,230



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 932,550 932,550

資本剰余金   

資本準備金 911,300 911,300

資本剰余金合計 911,300 911,300

利益剰余金   

利益準備金 41,000 41,000

その他利益剰余金   

別途積立金 2,350,000 1,850,000

繰越利益剰余金 △473,026 △131,401

利益剰余金合計 1,917,973 1,759,598

自己株式 △218 △218

株主資本合計 3,761,604 3,603,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △227,644 △2,096

繰延ヘッジ損益 △96,221 △86,442

評価・換算差額等合計 △323,866 △88,539

純資産合計 3,437,738 3,514,690

負債純資産合計 4,733,462 4,868,921



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

旅行売上高 4,833,499 3,535,894

その他の売上高 20,855 16,279

営業収益合計 4,854,354 3,552,173

営業原価   

航空運賃及び地上費 3,372,008 2,446,055

人件費振替 97,774 87,894

広告宣伝費 ※1  197,941 ※1  194,697

その他 208,614 158,254

営業原価合計 3,876,339 2,886,901

営業総利益 978,015 665,271

販売費及び一般管理費 ※1.2  922,935 ※1.2  848,411

営業利益又は営業損失（△） 55,079 △183,140

営業外収益   

受取利息 65,760 63,022

有価証券利息 4,509 854

受取配当金 9,270 10,577

投資有価証券売却益 238 52

業務委託手数料 ※1  8,000 ※1  8,000

為替差益 － 102

その他 3,650 8,337

営業外収益合計 91,429 90,947

営業外費用   

投資有価証券売却損 － 11,150

為替差損 897 －

その他 37 299

営業外費用合計 934 11,449

経常利益又は経常損失（△） 145,574 △103,642

特別損失   

固定資産除却損 － ※3  114

投資有価証券評価損 595,589 －

その他 9,909 －

特別損失合計 605,499 114

税引前当期純損失（△） △459,924 △103,756

法人税、住民税及び事業税 9,198 5,734

法人税等調整額 16,657 29,325

法人税等合計 25,856 35,059

当期純損失（△） △485,780 △138,815



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 932,550 932,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 932,550 932,550

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 911,300 911,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 911,300 911,300

資本剰余金合計   

前期末残高 911,300 911,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 911,300 911,300

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 41,000 41,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 41,000 41,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,370,000 2,350,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △20,000 △500,000

当期変動額合計 △20,000 △500,000

当期末残高 2,350,000 1,850,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 90,551 △473,026

当期変動額   

別途積立金の取崩 20,000 500,000

剰余金の配当 △97,797 △19,559

当期純損失（△） △485,780 △138,815

当期変動額合計 △563,577 341,624

当期末残高 △473,026 △131,401

利益剰余金合計   

前期末残高 2,501,551 1,917,973



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △97,797 △19,559

当期純損失（△） △485,780 △138,815

当期変動額合計 △583,578 △158,375

当期末残高 1,917,973 1,759,598

自己株式   

前期末残高 △180 △218

当期変動額   

自己株式の取得 △37 －

当期変動額合計 △37 －

当期末残高 △218 △218

株主資本合計   

前期末残高 4,345,221 3,761,604

当期変動額   

剰余金の配当 △97,797 △19,559

当期純損失（△） △485,780 △138,815

自己株式の取得 △37 －

当期変動額合計 △583,616 △158,375

当期末残高 3,761,604 3,603,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △162,727 △227,644

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64,916 225,548

当期変動額合計 △64,916 225,548

当期末残高 △227,644 △2,096

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,012 △96,221

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94,209 9,778

当期変動額合計 △94,209 9,778

当期末残高 △96,221 △86,442

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △164,740 △323,866

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △159,125 235,327

当期変動額合計 △159,125 235,327

当期末残高 △323,866 △88,539



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 4,180,480 3,437,738

当期変動額   

剰余金の配当 △97,797 △19,559

当期純損失（△） △485,780 △138,815

自己株式の取得 △37 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △159,125 235,327

当期変動額合計 △742,742 76,951

当期末残高 3,437,738 3,514,690



  

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的債券  

 償却原価法(定額法) 

     

満期保有目的債券  

 同左     

  子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法  

 （評価差額は全部純資産直入法により処 

 理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

貯蔵品     

終仕入原価法 

貯蔵品     

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

  定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり 

  であります。 

   建物及び構築物    ６～51年 

   器具備品及び運搬具  ４～20年 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用ソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております。 

(2）無形固定資産 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左 



  

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上してお

ります。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生した事業年度から費用

処理することとしております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰

労金の支払いに備えるため、内規に基づ

き当事業年度末要支給額を計上しており

ます。 

(5) 役員退職慰労引当金 

       同左 

７．収益及び費用の計上基準  航空券のみの販売を除く旅行に関する営

業収益及び営業原価は、帰着日基準で、航

空券のみの販売による営業収益及び営業原

価は、出発日基準で計上しております。 

同左  



  

  

  

 表示方法の変更 

 

  

 

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。ま

た、為替予約等が付されている外貨建金

銭債権債務については振当処理を行って

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 外貨預金及びデリバティブ取引（為

替予約取引及び通貨スワップ取引） 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

 海外仕入による外貨建買入債務及び

外貨建予定取引 

ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 為替リスクを回避する目的で、仕入

債務の支払の一部についてキャッシ

ュ・フローを固定化しております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、両方の変

動額を基礎にして判定しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっており、控除対象外消

費税及び地方消費税は、当事業年度の

費用として処理しております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 (たな卸資産の評価に関する会計処理) 

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表分 企業会計

基準題９号) を適用しております。これによる当事業年度

の損益に与える影響はありません。 

   

―――――  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

―――――  

 （貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収収益」は、当期において、資産総額の100分の1

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「未収収益」の金額は28,809千円で

あります。  



   

 

  

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１．関係会社に対する主な資産及び負債は、次のとおり

であります。 

※１．関係会社に対する主な資産及び負債は、次のとおり

であります。 

  

  

       ――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

旅行前払金       102,313千円

営業未払金       13,865千円

未払金       14,964千円

  

２．偶発債務  

 当社はEuro Cruise Holdings B.V．(以下、「同社」と

する)と平成18年7月に業務提携を行い、当社優先利用の

河川クルーズ船の建造を委託するとともに、融資契約を

締結しております。同河川クルーズ船は平成19年5月より

運航を開始し、当社は事業年度のうち一定期間チャータ

ーをしております。また、同船舶の運航業務につきまし

ては同社に全面的に委託しております。 

 業務提携に基づく運航業務委託費の範囲等に関し、当

社と同社との認識の間に一部不一致があり、現在当該認

識の相違について協議中であります。 

 当社といたしましては、同社の主張は根拠がないもの

と判断し、当社の認識は契約に基づく適正なものとし

て、その正当性を主張していく方針でありますが、当該

認識の差異の解消に関する結果を予測することは現時点

では困難であり、今後の交渉の結果次第によっては当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

  

  

旅行前払金        千円68,779

営業未払金        千円20,294

未払金        千円8,018



  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

注)普通株式の自己株式の株式数の増加129株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 (開示の省略) 

  リース取引、有価証券取引に関する注記は、決算短信における開示の必要性が大きくないものと考えられるため開示

  を省略しております。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．関係会社の取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社の取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。 

営業原価 

（広告宣伝費） 
183,488千円

販売費及び一般管理費 

（広告宣伝費） 
77,560 千円

営業外収益その他 

（業務委託手数料） 
    8,000 千円

営業原価 

（広告宣伝費） 
千円125,666

販売費及び一般管理費 

（広告宣伝費） 
 千円67,133

営業外収益その他 

（業務委託手数料） 
      千円8,000

※２．販売費及び一般管理費 ※２．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は、83.7 ％

であり、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は、16.3％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

販売費に属する費用のおおよその割合は、  ％

であり、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は、 ％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

83.1

16.9

給与・賞与 320,896千円

賞与引当金繰入額 18,650千円

退職給付引当金繰入額 10,061千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,434千円

法定福利費 51,178千円

広告宣伝費 96,810千円

通信費 25,243千円

地代家賃 121,236千円

旅費・交通費 28,068千円

支払手数料 110,806千円

減価償却費 7,204千円

給与・賞与 千円294,566

賞与引当金繰入額 千円17,886

退職給付引当金繰入額 千円10,584

役員退職慰労引当金繰入額 千円4,209

法定福利費 千円48,273

広告宣伝費 千円83,255

通信費 千円23,140

地代家賃 千円121,040

旅費・交通費 千円26,028

支払手数料 千円97,751

減価償却費 千円5,898

――――― ※３． 固定資産除却損の内訳は、器具・備品の除却114

千円であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式  274  129  －  403

合計  274  129  －  403

  
前事業年度末
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式  403  －  －  403

合計  403  －  －  403



  

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

金額（千円） 金額（千円）

繰延税金資産（流動）   

次期仕入値引認定額 4,602

賞与引当金繰入超過額 9,442

未払法定福利費 1,177

繰延ヘッジ損益 66,040

貸倒引当金繰入超過額 24

 繰延税金資産（流動）合計 81,288

  繰延税金負債 (流動)との相殺 △2,224

  繰延税金資産（流動）の純額 79,063

繰延税金負債 (流動)   

  未収事業税   2,224

  繰延税金資産 (流動)との相殺  △2,224

  繰延税金負債 (流動)の純額  －

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金繰入超過額 31,514

その他有価証券評価差額金 92,651

通貨スワップ取引にかかる長期前受収益 6,310

役員退職慰労引当金  33,098

有価証券評価損 123,138

繰越欠損金  79,448

その他 1,591

小計  367,753

評価性引当額  △328,776

繰延税金資産（固定）合計額 38,976

繰延税金負債（固定）との相殺額 △3,069

繰延税金資産（固定）の純額 35,907

繰延税金負債（固定）      

前払年金費用 3,069

 繰延税金負債（固定）合計額 3,069

 繰延税金資産（固定）との相殺額 △3,069

 繰延税金負債（固定）の純額 －

繰延税金資産（流動）   

次期仕入値引認定額 9,167

賞与引当金繰入超過額 9,002

未払法定福利費 1,123

繰延ヘッジ損益 35,182

未払事業税  1,786

貸倒引当金繰入超過額 24

 小計 56,286

 評価性引当額 △35,182

 繰延税金資産（流動）合計 21,104

  繰延税金資産（流動）の純額 21,105

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金繰入超過額 33,865

その他有価証券評価差額金 853

通貨スワップ取引にかかる長期前受収益 911

役員退職慰労引当金  34,812

有価証券評価損 122,100

繰越欠損金  116,186

その他 1,689

小計  310,417

評価性引当額  △308,781

繰延税金資産（固定）合計額 1,635

繰延税金負債（固定）との相殺額 △1,635

繰延税金資産（固定）の純額 －

繰延税金負債（固定）      

前払年金費用 3,137

 繰延税金負債（固定）合計額 3,137

 繰延税金資産（固定）との相殺額 △1,635

 繰延税金負債（固定）の純額 1,501

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異発生原因の主な内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異発生原因の主な内訳 

 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略して

 おります。 

 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略して

 おります。 



 （注） １株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額（円）  351.52  359.39

１株当たり当期純利益金額又は当期

純損失額(△) （円） 
 △49.67  △14.19

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の金額については、1株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の金額については、1株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  △485,780  △138,815

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△) （千円） 
 △485,780  △138,815

期中平均株式数（株）  9,779,645  9,779,597

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

６．その他
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