
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

 （注）平成22年３月期第１四半期は、連結財務諸表を発表しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績発表と

    なります。そのため、前年同四半期の経営成績及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

※当社は、平成22年３月期第２四半期は連結業績を開示していたため、対前年同四半期増減率については記載しており

ません。  
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（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,221  －  149  －  137  －  113  －

22年３月期第１四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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 

23年３月期第１四半期  15  33  15  11

22年３月期第１四半期  －  －  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  4,334  1,344  30.4  177  77

22年３月期  4,618  1,243  26.4  164  03

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,319百万円 22年３月期 1,217百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  5,700  －  50  －  30  －  10  －  1  35

通期  11,700  15.7  250  －  200  －  150  －  20  20

T1247
スタンプ



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  ・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  ・本資料に記載され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と判断す

る一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

 ・当社は、平成21年10月25日に連結子会社アイマーケット株式会社を吸収合併したこと、及び、平成22年３月25日

に連結子会社TRAVELER OVERSEAS CO.,LTDの全株式を売却したことから、平成23年３月期第１四半期より非連結

決算会社となっております。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 7,428,000株 22年３月期 7,428,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 6,034株 22年３月期 3,420株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 7,423,352株 22年３月期１Ｑ 6,127,620株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当社は、平成21年10月25日に連結子会社アイマーケット株式会社を吸収合併したこと、及び、平成22年３月25日

に連結子会社TRAVELER OVERSEAS CO.,LTDの全株式を売却したことにより、当第１四半期より個別財務諸表を作成

しておりますが、前第１四半期の経営成績は連結数値であるため、業績数値の前年同期との比較に関する記載は行

っておりません。 

  当第１四半期会計期間における我が国経済は、緩やかながらも輸出が増加傾向を見せ、企業の景況感については

改善傾向が見られる一方で、内需低迷の長期化やデフレの持続等、景気を押し下げる要因も依然として存在する中

で推移しました。  

旅行業界におきましては、新型インフルエンザの影響により大きく日本人出国者数が減少した昨年度に比べ、市

場を阻害する大きな要因も見当たらず、順調に回復の傾向を見せております。 

このような経済環境下におきまして、当社の第１四半期の売上としましては、海外渡航関連事業ならびに国内土

産販売事業とも増収となり売上高で3,221百万円、経常利益は137百万円となりました 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当社は、平成21年10月25日に連結子会社アイマーケット株式会社を吸収合併したこと、及び、平成22年３月25日

に連結子会社TRAVELER OVERSEAS CO.,LTDの全株式を売却したことにより、当第１四半期より個別財務諸表を作成

しているため、前事業年度末における貸借対照表の数値と当第１四半期貸借対照表の数値を比較しております。 

 当第１四半期末の総資産は現預金の減少等により、前事業年度末に比べ284百万円減少し、4,334百万円となりま

した。  

 負債は借入金の減少等により2,989百万円となりました。また、純資産は利益剰余金の増加等により1,344百万円

となり、自己資本比率は30.4%となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月10日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業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、

前事業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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ・会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

（３）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の解消について 

 当社は、前事業年度末まで「事業等のリスク」において「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又は状況が存在している」旨、記載しておりました。これは、新型インフルエン

ザの影響により一時的に海外旅行市場及び国内旅行需要が落ち込んだことに伴う大幅な売上減、重要な営業損

失・経常損失・当期（四半期）純損失の計上、及びマイナスの営業キャッシュ・フローの計上を理由とした上

で、需要の落ち込みが一時的なことによるものであることに加え、会社として様々な施策を講じていくことで継

続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しない、としておりました。 

 これに対し、旅行市場を阻害する要因のなくなった当第１四半期会計期間においては、売上は既に一昨年の同

期を超える水準に達しており、営業利益、経常利益、四半期純利益すべてを計上し、また、営業キャッシュ・フ

ローについてもプラスの計上となっております。  

 この結果、業績の回復傾向が鮮明となったことから、当第１四半期会計期間においては、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又は状況は解消されたものと判断し、当該記載を

行わないことといたしました。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 539,839 1,056,515

受取手形及び売掛金 626,748 481,861

商品及び製品 560,693 388,990

原材料及び貯蔵品 199,165 234,522

その他 418,182 382,086

貸倒引当金 △11,382 △6,961

流動資産合計 2,333,246 2,537,015

固定資産   

有形固定資産 461,022 463,750

無形固定資産 53,497 57,492

投資その他の資産   

投資有価証券 471,083 491,070

長期預金 300,000 300,000

生命保険積立金 64,017 106,896

敷金及び保証金 366,109 371,185

長期貸付金 27,152 27,513

長期前払費用 282,003 282,192

その他 3,500 10,447

貸倒引当金 △27,152 △28,760

投資その他の資産合計 1,486,714 1,560,545

固定資産合計 2,001,235 2,081,788

資産合計 4,334,481 4,618,803

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 527,232 383,061

短期借入金 1,079,000 1,434,000

1年内返済予定の長期借入金 412,800 542,910

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

リース債務 6,647 6,598

未払金 411,615 353,541

未払費用 88,201 89,689

未払法人税等 8,941 37,612

繰延税金負債 － 168

預り金 15,404 12,779

その他 6,545 8,678

流動負債合計 2,606,389 2,919,039
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 354,350 420,385

リース債務 16,393 18,073

繰延税金負債 558 1,335

未払役員退職慰労金 2,363 6,902

その他 9,659 9,859

固定負債合計 383,323 456,555

負債合計 2,989,713 3,375,595

純資産の部   

株主資本   

資本金 858,700 858,700

資本剰余金 777,490 777,490

利益剰余金 △287,495 △401,285

自己株式 △897 △642

株主資本合計 1,347,797 1,234,261

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,407 △16,676

繰延ヘッジ損益 － 245

評価・換算差額等合計 △28,407 △16,430

新株予約権 25,377 25,377

純資産合計 1,344,767 1,243,208

負債純資産合計 4,334,481 4,618,803
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,221,959

売上原価 1,347,193

売上総利益 1,874,765

販売費及び一般管理費 1,725,277

営業利益 149,487

営業外収益  

受取利息 606

受取配当金 4,282

その他 1,356

営業外収益合計 6,245

営業外費用  

支払利息 14,264

為替差損 1,977

その他 1,685

営業外費用合計 17,927

経常利益 137,806

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,608

投資有価証券売却益 1,029

特別利益合計 2,638

特別損失  

固定資産除却損 1,125

投資有価証券売却損 8,709

ゴルフ会員権売却損 4,233

その他 1,239

特別損失合計 15,307

税引前四半期純利益 125,136

法人税、住民税及び事業税 11,346

法人税等合計 11,346

四半期純利益 113,790
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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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