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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3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2四半期 2,409 5.2 30 ― 46 ― 25 ―
22年9月期第2四半期 2,289 △30.4 △3 ― △2 ― △2 ―

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2四半期 701.54 ―
22年9月期第2四半期 △69.60 ―

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2四半期 3,299 2,421 73.4 65,627.35
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2四半期  2,421百万円 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 ― 900.00
23年9月期 

（予想）
― 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、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   

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 5,910 2.9 230 △2.2 250 2.7 144 3.7 3,902.44



(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「その他の情報」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2Q 36,900株 22年9月期  36,900株
② 期末自己株式数 23年9月期2Q  ―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2Q 36,900株 22年9月期2Q 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２四半期連結累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した。平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響で、同日以降、

一時的に旅行キャンセルの動きが強まり、当面の旅行を手控える動きが発生し、この影響を３月度において受けてお

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２四半期連結累計期間の営業収益は24億９百万円（前年同期比105.2％）、営業利益は30百万円

（前年同期比－％）、経常利益は46百万円（前年同期比－％）、四半期純利益は25百万円（前年同期比－％）となり

ました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における資産合計は3,299百万円、負債合計は877百万円、純資産合計は2,421百万円となってお

ります。 

 前期末比では、季節的要因による営業未払金、旅行前受金の減少を主因として、資産合計は382百万円減、負債

合計は407百万円減、純資産合計は24百万円増となっており、自己資本比率は73.4％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 平成23年９月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月11日に公表した業績予想を平成23年４月28日付で

修正しております。 

 詳細につきましては、平成23年４月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 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 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

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18千円減少し、税金等調整前四半期純利益が2,179千円減少しておりま

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２四半期連結累計期間及び当第

２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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２四半期連結会計期間末
(平成23年３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 1,688,497 2,107,983

営業未収入金 42,493 27,638

有価証券 302,699 302,576

商品及び製品 1,856 11,588

原材料及び貯蔵品 2,194 3,201

その他 89,881 128,686

貸倒引当金 △20 △30

流動資産合計 2,127,602 2,581,646

固定資産   

有形固定資産 7,245 4,678

無形固定資産 12,489 14,274

投資その他の資産   

投資有価証券 638,284 551,787

その他 513,610 529,742

投資その他の資産合計 1,151,895 1,081,529

固定資産合計 1,171,630 1,100,483

資産合計 3,299,232 3,682,129

負債の部   

流動負債   

営業未払金 93,081 202,213

未払法人税等 8,944 112,421

旅行前受金 617,802 796,677

賞与引当金 32,600 34,100

返品調整引当金 500 500

その他 55,768 73,316

流動負債合計 808,697 1,219,228

固定負債   

退職給付引当金 68,886 66,135

固定負債合計 68,886 66,135

負債合計 877,583 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 1,920,625 1,927,948

株主資本合計 2,408,225 2,415,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,001 △21,295

繰延ヘッジ損益 8,422 2,512

評価・換算差額等合計 13,424 △18,783

純資産合計 2,421,649 2,396,765

負債純資産合計 3,299,232 3,682,129
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業収益 2,289,600 2,409,022

営業費用 1,750,778 1,852,426

営業総利益 538,822 556,596

販売費及び一般管理費 542,197 525,862

営業利益又は営業損失（△） △3,374 30,733

営業外収益   

受取利息 3,085 3,452

受取配当金 286 244

有価証券売却益 － 8,697

為替差益 － 2,686

投資事業組合運用益 3,527 －

その他 779 965

営業外収益合計 7,678 16,046

営業外費用   

為替差損 6,690 －

営業外費用合計 6,690 －

経常利益又は経常損失（△） △2,386 46,779

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利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,386 44,556

法人税、住民税及び事業税 443 6,720

法人税等調整額 △261 11,949

法人税等合計 181 18,669

少数株主損益調整前四半期純利益 － 25,886

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,568 25,886
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業収益 1,273,161 1,272,698

営業費用 961,262 974,977

営業総利益 311,899 297,721

販売費及び一般管理費 273,968 267,602

営業利益 37,930 30,118

営業外収益   

受取利息 1,375 1,815

有価証券売却益 － 8,697

為替差益 － 2,686

投資事業組合運用益 3,324 －

その他 319 533

営業外収益合計 5,019 13,733

営業外費用   

為替差損 3,082 △1,526

営業外費用合計 3,082 △1,526

経常利益 39,867 45,377

税金等調整前四半期純利益 39,867 45,377

法人税、住民税及び事業税 206 6,537

法人税等調整額 15,517 11,882

法人税等合計 15,723 18,419

少数株主損益調整前四半期純利益 － 26,958

四半期純利益 24,143 26,958
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,386 44,556

減価償却費 3,604 4,024

賞与引当金の増減額（△は減少） 600 △1,500

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） 5,795 2,751

受取利息及び受取配当金 △3,372 △3,696

為替差損益（△は益） 1,145 △6,341

有価証券売却損益（△は益） － △8,697

投資事業組合運用損益（△は益） △3,527 －

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） △9,895 △14,854

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,429 10,739

旅行前払金の増減額（△は増加） △43,022 42,187

未収消費税等の増減額（△は増加） △34 △2,886

その他の資産の増減額（△は増加） △78 △5,573

営業未払金の増減額（△は減少） △75,802 △109,131

旅行前受金の増減額（△は減少） 62,989 △178,875

その他の負債の増減額（△は減少） △11,015 △18,572

小計 △71,871 △243,646

利息及び配当金の受取額 3,593 3,813

法人税等の支払額 △62,640 △109,197

営業活動によるキャッシュ・フロー △130,918 △349,030

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 △3,127 △4,850

無形固定資産の取得による支出 △600 －

投資有価証券の取得による支出 △30,002 △50,000

投資有価証券の売却による収入 － 15,681

投資有価証券の払戻による収入 107,918 865

保険積立金の積立による支出 △5,175 △5,175

投資活動によるキャッシュ・フロー 69,012 56,521

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △33,089 △33,194

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,089 △33,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,145 6,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,141 △319,362

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 1,968,640 1,991,196
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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

株式会社ユーラシア旅行社(9376)　平成23年9月期　第2四半期決算短信

7




