
  

  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

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） 

  

      

平成22年９月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月４日

上場会社名 株式会社ユーラシア旅行社 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 9376 ＵＲＬ  http://www.eurasia.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）井上 利男 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役管理部長 （氏名）出口 桂太郎 （ＴＥＬ）  03（3265）1691 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  3,958  △19.1  119  △24.1  124  △32.4  72  5.6

21年９月期第３四半期  4,892  －  157  －  183  －  68  －

  
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３四半期  1,973  62  －      

21年９月期第３四半期  1,868  49  －      

  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３四半期  3,763  2,312  61.4  62,760  77

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３四半期 2,312百万円 21年９月期 2,324百万円

  
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 

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

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 



４．その他 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）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： 無 

②  ①以外の変更              ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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を実施中です。  

  

※  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、２ページ「連結業績予想に

関する定性的情報をご覧ください。 

   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 36,900株 21年９月期 36,900株

②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ －株 21年９月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 36,900株 21年９月期３Ｑ 36,900株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の下げ止まりといった、景気持ち直

しの動きが一部に見られるものの、雇用環境の水準などでは依然として先行きが不透明な状況下にあります。  

 当社グループ関連の海外旅行業界におきましては、不透明な景況感の影響を受けつつも、円の高止まりによる割安

感並びに前年同期において新型インフルエンザ感染拡大の影響を受けていたことから、前年同期比の数値においては

改善傾向を示しております。 

 当社グループにおきましては、依然として大幅な上昇には至っておりませんが、対前年同期比においては、好転す

る方向性が現れてきており、営業利益の確保に注力した業績の安定に努めております。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は39億58百万円、営業利益は1億19百万円、経常利益は1億24百万

円、四半期純利益は72百万円となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における資産合計は3,763百万円、負債合計は1,451百万円、純資産合計は2,312百万円となってお

ります。 

 前期末比においては、業績の改善に負う旅行前受金、営業未払金の増加を主因として、資産合計は296百万円増、

負債合計は309百万円増、純資産合計は12百万円減となっており、自己資本比率は61.4％となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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」から変更はありません。 

 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。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,131,134 1,762,501

営業未収入金 21,960 21,363

有価証券 302,510 302,280

商品及び製品 6,138 6,070

原材料及び貯蔵品 4,746 7,305

その他 189,986 88,057

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 2,656,457 2,187,559

固定資産   

有形固定資産 5,749 7,896

無形固定資産 15,181 17,287

投資その他の資産   

投資有価証券 564,902 646,403

その他 521,640 607,925

投資その他の資産合計 1,086,543 1,254,328

固定資産合計 1,107,474 1,279,512

資産合計 3,763,932 3,467,071

負債の部   

流動負債   

営業未払金 264,384 206,474

未払法人税等 48,873 65,419

旅行前受金 953,337 708,680

賞与引当金 15,800 30,400

返品調整引当金 600 800

その他 103,115 73,340

流動負債合計 1,386,111 1,085,115

固定負債   

退職給付引当金 65,269 57,025

固定負債合計 65,269 57,025

負債合計 1,451,381 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 1,861,967 1,855,560

株主資本合計 2,349,567 2,343,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,907 △13,959

繰延ヘッジ損益 △19,108 △4,269

評価・換算差額等合計 △37,015 △18,229

純資産合計 2,312,551 2,324,931

負債純資産合計 3,763,932 3,467,071
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 4,892,132 3,958,106

営業費用 3,885,588 3,043,093

営業総利益 1,006,544 915,012

販売費及び一般管理費 848,931 795,405

営業利益 157,613 119,607

営業外収益   

受取利息 6,420 4,706

受取配当金 392 626

為替差益 18,820 －

投資事業組合運用益 － 3,527

その他 1,622 1,124

営業外収益合計 27,256 9,985

営業外費用   

為替差損 － 5,180

投資事業組合運用損 913 －

営業外費用合計 913 5,180

経常利益 183,956 124,412

特別損失   

投資有価証券評価減 57,549 －

固定資産除却損 277 －

特別損失合計 57,827 －

税金等調整前四半期純利益 126,129 124,412

法人税、住民税及び事業税 48,005 47,776

法人税等調整額 9,176 3,809

法人税等合計 57,181 51,585

四半期純利益 68,947 72,826
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 1,603,305 1,668,505

営業費用 1,276,696 1,292,315

営業総利益 326,608 376,190

販売費及び一般管理費 261,180 253,207

営業利益 65,428 122,982

営業外収益   

受取利息 1,821 1,621

受取配当金 232 340

為替差益 △4,434 －

その他 465 345

営業外収益合計 △1,914 2,306

営業外費用   

為替差損 － △1,510

営業外費用合計 － △1,510

経常利益 63,513 126,799

特別損失   

投資有価証券評価減 11,589 －

特別損失合計 11,589 －

税金等調整前四半期純利益 51,924 126,799

法人税、住民税及び事業税 14,106 47,332

法人税等調整額 8,847 4,071

法人税等合計 22,953 51,404

四半期純利益 28,970 75,394

株式会社ユーラシア旅行社（9376）　平成22年9月期　第3四半期決算短信株式会社ユーラシア旅行社（9376）　平成22年9月期　第3四半期決算短信

5



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 126,129 124,412

減価償却費 5,332 5,451

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,000 △14,600

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,100 △200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,636 8,244

受取利息及び受取配当金 △6,812 △5,333

為替差損益（△は益） 3,557 0

投資有価証券評価減 57,549 －

投資事業組合運用損益（△は益） 913 △3,527

固定資産除却損 277 －

営業未収入金の増減額（△は増加） 18,253 △597

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,801 2,491

旅行前払金の増減額（△は増加） 44,951 △98,282

未収消費税等の増減額（△は増加） 7,688 3,962

その他の資産の増減額（△は増加） △1,346 △5,587

営業未払金の増減額（△は減少） △36,478 57,910

旅行前受金の増減額（△は減少） △413,301 244,657

その他の負債の増減額（△は減少） △9,661 △1,040

小計 △201,607 317,960

利息及び配当金の受取額 6,695 6,479

法人税等の支払額 △129,347 △63,122

営業活動によるキャッシュ・フロー △324,259 261,316

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △5,656 △3,127

無形固定資産の取得による支出 △15,548 △600

投資有価証券の取得による支出 △200,000 △30,002

投資有価証券の払戻による収入 1,430 108,350

保険積立金の積立による支出 △7,763 △7,763

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,538 66,857

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △51,588 △59,311

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,588 △59,311

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,557 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △506,944 268,862

現金及び現金同等物の期首残高 2,664,113 2,064,782

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,157,169 2,333,644
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 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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）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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