
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成22年10月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＲＨトラベラー株式会社 上場取引所 大 
コード番号 9838 URL http://www.rhtraveler.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 清水 明広
問合せ先責任者 （役職名） 財務・経理部長 （氏名） 橋元 敏秋 TEL 03-3234-8391
四半期報告書提出予定日 平成22年11月8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 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成22年３月期第２四半期は、連結財務諸表を発表しておりましたが、平成23年３月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 

  

(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2四半期 6,239 ― 244 ― 226 ― 172 ―
22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 23.21 ―
22年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 4,199 1,410 33.0 186.65
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2四半期  1,384百万円 22年3月期  1,217百万円

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  
 

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 12,200 20.6 440 ― 390 ― 300 ― 40.42



(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 

（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） 

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 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  7,821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2Q 7,422,025株 22年3月期2Q 6,127,620株

※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 
・平成22年５月10日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正をしております。詳細につきましては、本日開示しております「平成23年３月期第
２四半期累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 
・平成23年３月期の業績予想は、本資料発表日現在における入手可能な情報に基づき判断した予想であり、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 C
O.,LTDの全株式を売却したことから、平成23年３月期より非連結決算会社となっております。 
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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２四半期では個別財務諸表を作成

しておりますが、前第２四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２四半期累計期間における我が国経済は、政府主導の様々な経済政策が奏効したことや、中国を始めとした

新興国の経済成長により緩やかながらも輸出が増加傾向を見せるなど企業収益については回復基調にあるものの、

一方で雇用や所得環境が引き続き厳しい状況にあることから内需低迷の長期化やデフレの持続、あるいは急激な円

高の進行等、景気の先行きについては不透明な状況が続いております。  

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日本人出国者数が著しく減少した昨年度と比較し

て、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２四半期累計期間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6,239百万円、経常利益は226百万円となりました。  

  

（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、平成23年３月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２四半期貸借対照表の数値を比較しております。

 当第２四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418百万円減少し、4,199百万円となりま

した。 

 負債は借入金の減少等により2,789百万円となりました。また、純資産は利益剰余金の増加等により1,410百万円

となり、自己資本比率は33.0%となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、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しておりま

す。詳細につきましては、本日開示しております「平成23年３月期第２四半期累計期間業績予想値と実績値との差

異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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 

 平成23年３月期第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、損益に与える影響はありません。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 470,106 1,056,515

受取手形及び売掛金 582,704 481,861

商品及び製品 620,547 388,990

原材料及び貯蔵品 174,348 234,522

その他 383,472 382,086

貸倒引当金 △8,994 △6,961

流動資産合計 2,222,184 2,537,015

固定資産   

有形固定資産 456,850 463,750

無形固定資産 59,486 57,492

投資その他の資産   

投資有価証券 460,886 491,070

長期預金 300,000 300,000

生命保険積立金 70,864 106,896

敷金及び保証金 354,096 371,185

長期貸付金 27,002 27,513

長期前払費用 272,065 282,192

その他 3,500 10,447

貸倒引当金 △27,002 △28,760

投資その他の資産合計 1,461,413 1,560,545

固定資産合計 1,977,750 2,081,788

資産合計 4,199,935 4,618,803

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 488,893 383,061

短期借入金 1,135,000 1,434,000

1年内返済予定の長期借入金 278,780 542,910

1年内償還予定の社債 － 50,000

リース債務 7,299 6,598

未払金 368,950 353,541

未払費用 81,488 89,689

未払法人税等 31,619 37,612

繰延税金負債 － 168

預り金 19,995 12,779

その他 37,969 8,678

流動負債合計 2,449,997 2,919,039
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 310,000 420,385

リース債務 17,282 18,073

繰延税金負債 256 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 339,561 456,555

負債合計 2,789,559 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 △229,053 △401,285

自己株式 △1,059 △642

株主資本合計 1,406,076 1,234,261

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,078 △16,676

繰延ヘッジ損益 － 245

評価・換算差額等合計 △21,078 △16,430

新株予約権 25,377 25,377

純資産合計 1,410,376 1,243,208

負債純資産合計 4,199,935 4,618,803
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,239,074

売上原価 2,618,270

売上総利益 3,620,804

販売費及び一般管理費 3,376,389

営業利益 244,415

営業外収益  

受取利息 2,337

受取配当金 4,282

投資事業組合運用益 3,608

その他 2,948

営業外収益合計 13,177

営業外費用  

支払利息 24,417

その他 6,191

営業外費用合計 30,609

経常利益 226,983

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,758

特別利益合計 1,758

特別損失  

固定資産除却損 1,138

投資有価証券売却損 7,680

投資有価証券評価損 17,000

会員権売却損 4,233

その他 1,358

特別損失合計 31,409

税引前四半期純利益 197,331

法人税、住民税及び事業税 25,099

法人税等合計 25,099

四半期純利益 172,231
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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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