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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(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3四半期 9,824 ― 522 ― 485 ― 431 ―
22年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 58.21 ―
22年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 4,088 1,669 40.2 221.67
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3四半期  1,644百万円 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  無   

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3Q 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3Q  10,832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3Q 7,420,866株 22年3月期3Q 6,359,256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 
CO.,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３四半期では個別財務諸表を作成

しておりますが、前第３四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３四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

好調なアジア経済の影響等により緩やかながらも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による輸出

環境の悪化等、景気の先行きについては依然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旅行の手控えが発生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、市場環境は順調に推移しております。 

このような経済環境下におきまして、当社の第３四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 百万円、経常利益は 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３四半期貸借対照表の数値を比較しております。

 当第３四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530百万円減少し、 百万円となりま

した。 

 負債は借入金の減少等により 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 百万円

となり、自己資本比率は40.2%となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成22年10月29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 

  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

9,824 485

4,088

2,418 1,669

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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 763,347 1,056,515

受取手形及び売掛金 515,438 481,861

商品及び製品 448,471 388,990

原材料及び貯蔵品 119,446 234,522

その他 323,616 382,086

貸倒引当金 △16,796 △6,961

流動資産合計 2,153,523 2,537,015

固定資産   

有形固定資産 456,158 463,750

無形固定資産 58,884 57,492

投資その他の資産   

投資有価証券 423,344 491,070

その他 1,023,439 1,098,235

貸倒引当金 △26,852 △28,760

投資その他の資産合計 1,419,931 1,560,545

固定資産合計 1,934,974 2,081,788

資産合計 4,088,498 4,618,803

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 342,598 383,061

短期借入金 960,000 1,434,000

1年内返済予定の長期借入金 270,280 542,910

未払法人税等 33,516 37,612

その他 524,385 521,455

流動負債合計 2,130,780 2,919,039

固定負債   

長期借入金 260,000 420,385

その他 28,194 36,170

固定負債合計 288,194 456,555

負債合計 2,418,975 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 30,713 △401,285

自己株式 △1,371 △642

株主資本合計 1,665,532 1,234,261

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,386 △16,676

繰延ヘッジ損益 － 245

評価・換算差額等合計 △21,386 △16,430

新株予約権 25,377 25,377

純資産合計 1,669,523 1,243,208

負債純資産合計 4,088,498 4,618,803
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,824,278

売上原価 4,128,270

売上総利益 5,696,008

販売費及び一般管理費 5,173,799

営業利益 522,209

営業外収益  

受取利息 2,517

受取配当金 5,796

投資事業組合運用益 3,608

その他 4,304

営業外収益合計 16,226

営業外費用  

支払利息 35,871

その他 16,758

営業外費用合計 52,629

経常利益 485,805

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,908

特別利益合計 1,908

特別損失  

固定資産除却損 1,138

投資有価証券売却損 7,670

投資有価証券評価損 14,700

その他 5,591

特別損失合計 29,100

税引前四半期純利益 458,613

法人税、住民税及び事業税 26,614

法人税等合計 26,614

四半期純利益 431,998
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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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