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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年9月期第1四半期 1,136 11.8 0 ― 1 ― △1 ―
22年9月期第1四半期 1,016 △45.3 △41 ― △42 ― △26 ―

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9月期第1四半期 △29.04 ―
22年9月期第1四半期 △723.89 ―

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9月期第1四半期 3,364 2,369 70.4 64,210.94
22年9月期 3,682 2,396 65.1 64,952.99

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  2,369百万円 22年9月期  2,396百万円

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9月期 ― 900.00 ― 900.00 1,800.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
900.00 ― 1,000.00 1,900.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

第2四半期 
(累計)

2,550 11.4 50 ― 52 ― 30 ― 818.43

通期 6,250 8.8 290 23.3 295 21.2 170 22.6 4,612.47



(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 

（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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」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 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9月期1Q 36,900株 22年9月期  36,900株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  ―株 22年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 36,900株 22年9月期1Q 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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の持ち直し基調が一部に表れてきたものの、雇用環境の

水準や消費不振の影響を受け、依然として先行きの不透明な環境が続いております。 

 当社グループ関連の海外旅行業界におきましては、国内消費減速の影響を受けつつも、前年同期比の数値に関す

る限りは、改善傾向を示しつつ推移しております。 

 当社グループにおきましては、消費マインドの減退に伴う旅行需要減少の影響を受けつつも、営業利益の確保に

注力し、業績の安定に努めております。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は11億36百万円（前年同期比111.8％）、営業利益は０百万円

（前年同期比－％）、経常利益は１百万円（前年同期比－％）、四半期純損失は１百万円（前年同期比4.0％）と

なりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産合計は3,364百万円、負債合計は994百万円、純資産合計は2,369百万円となってお

ります。 

 前期末比においては、季節的要因による旅行前受金、営業未払金の減少を主因として、資産合計は317百万円

減、負債合計は290百万円減、純資産合計は27百万円減となっており、自己資本比率は70.4％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点における業績予想につきましては、平成22年11月11日に公表いたしました連結業績予想に変更はありませ

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場合があります。  

  

  

（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 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これにより、営業利益及び経常利益が９千円減少し、税金等調整前四半期純損失が2,169千円増加しておりま

す。 

  

表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。  

    

（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１四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,645,029 2,107,983

営業未収入金 11,642 27,638

有価証券 302,637 302,576

商品及び製品 2,390 11,588

原材料及び貯蔵品 2,513 3,201

その他 236,776 128,686

貸倒引当金 △20 △30

流動資産合計 2,200,969 2,581,646

固定資産   

有形固定資産 8,355 4,678

無形固定資産 13,382 14,274

投資その他の資産   

投資有価証券 620,452 551,787

その他 520,985 529,742

投資その他の資産合計 1,141,437 1,081,529

固定資産合計 1,163,174 1,100,483

資産合計 3,364,144 3,682,129

負債の部   

流動負債   

営業未払金 113,532 202,213

未払法人税等 1,632 112,421

旅行前受金 709,905 796,677

賞与引当金 16,700 34,100

返品調整引当金 500 500

その他 84,393 73,316

流動負債合計 926,664 1,219,228

固定負債   

退職給付引当金 68,096 66,135

固定負債合計 68,096 66,135

負債合計 994,760 1,285,363

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 1,893,667 1,927,948

株主資本合計 2,381,267 2,415,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,971 △21,295

繰延ヘッジ損益 △1,912 2,512

評価・換算差額等合計 △11,883 △18,783

純資産合計 2,369,383 2,396,765

負債純資産合計 3,364,144 3,682,129
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収益 1,016,439 1,136,323

営業費用 789,515 877,448

営業総利益 226,923 258,875

販売費及び一般管理費 268,229 258,260

営業利益又は営業損失（△） △41,305 614

営業外収益   

受取利息 1,710 1,636

受取配当金 286 244

その他 662 431

営業外収益合計 2,659 2,312

営業外費用   

為替差損 3,607 1,526

営業外費用合計 3,607 1,526

経常利益又は経常損失（△） △42,253 1,401

特別損失   

固定資産除却損 － 62

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,160

特別損失合計 － 2,223

税金等調整前四半期純損失（△） △42,253 △821

法人税、住民税及び事業税 237 182

法人税等調整額 △15,779 67

法人税等合計 △15,541 250

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,071

四半期純損失（△） △26,711 △1,071
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31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損失（△） △42,253 △821

減価償却費 1,757 2,012

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,800 △17,400

返品調整引当金の増減額（△は減少） △300 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,897 1,961

受取利息及び受取配当金 △1,997 △1,881

為替差損益（△は益） 1,349 2,347

投資事業組合運用損益（△は益） △202 －

固定資産除却損 － 62

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,160

営業未収入金の増減額（△は増加） 7,105 15,996

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,765 9,886

旅行前払金の増減額（△は増加） △131,524 △104,608

未収消費税等の増減額（△は増加） 786 △3,094

その他の資産の増減額（△は増加） 575 △1,012

営業未払金の増減額（△は減少） △110,537 △88,680

旅行前受金の増減額（△は減少） △10,420 △86,771

その他の負債の増減額（△は減少） 8,787 △875

小計 △286,012 △270,719

利息及び配当金の受取額 2,765 2,643

法人税等の支払額 △62,486 △108,971

営業活動によるキャッシュ・フロー △345,733 △377,048

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,528 △4,850

無形固定資産の取得による支出 △300 －

投資有価証券の取得による支出 － △50,000

投資有価証券の払戻による収入 4,299 432

保険積立金の積立による支出 △2,587 △2,587

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,116 △57,005

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △25,292 △26,491

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,292 △26,491

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,349 △2,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373,492 △462,892

現金及び現金同等物の期首残高 2,064,782 2,310,559

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,691,290 1,847,667
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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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