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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

平成22年３月期までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、個別キャッシュ・フロー計算書を作成しておりません。このため、平成22年３月期につ
いては記載しておりません。  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 12,169 20.3 479 ― 427 ― 365 ―
22年3月期 10,112 △12.4 △329 ― △423 ― △710 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 49.20 ― 26.2 10.1 3.9
22年3月期 △107.33 ― △46.8 △7.0 △3.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 3,824 1,590 40.9 211.01
22年3月期 4,618 1,243 26.4 164.03

（参考） 自己資本   23年3月期  1,564百万円 22年3月期  1,217百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 698 △8 △1,032 512
22年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

 

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

第2四半期(累計) 5,200 △16.7 △180 ― △200 ― △215 ― △28.98
通期 11,200 △8.0 100 △79.1 70 △83.6 35 △90.4 4.72



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）「会計処理方法の変更」に記載される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。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 12,688 株 22年3月期 3,420 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 7,419,652 株 22年3月期 6,621,984 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料Ｐ．２「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 
・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）経営成績に関する分析 

  当事業年度におけるわが国の経済は、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、さらには年度末

に起きました東日本大震災により国内経済に及ぼす影響は計り知れないものがあり、景気の先行きについては非常に不

透明な状況の中で推移しております。 

 旅行業界におきましては、新型インフルエンザの流行の影響で大幅に出国者数が減少した昨年度と比較して、市場

環境を大きく阻害する要因もなく、市場は順調に推移し、平成22年度の日本人出国者数は約1,664万人（前年比7.7％

増）と前年を上回る結果となりました。一方で前述の東日本大震災の影響により旅行を始めとしたレジャー活動の手

控えが起こり、年度末における売上減等の数値的影響は避けられないものとなりました。 

 このような環境下において、当社における基幹事業であります海外渡航関連事業につきましては、変容していく旅行

市場に適応するため、個人手配旅行や新婚旅行等への販売推進を強化し、催事販売や旅行先における海外現地販売等に

より販売方法の多様化を図った結果、当事業年度については売上高は12,169百万円（前年比20.3％増）、経常利益は

427百万円（前事業年度は423百万円の損失）、当期純利益は365百万円（前事業年度は710百万円の損失）となりまし

た。 

 セグメント別の状況は下記のとおりです。なお、前事業年度までは連結財務諸表上の数値を基に作成しておりました

が、当事業年度においては個別財務諸表上の数値を基に作成しているため、セグメント別の状況における前年対比は記

載しておりません。 

① 海外渡航関連事業 

 当社の基幹事業であります海外渡航関連事業につきましては、海外渡航者数が大幅に増加したこと等により、売上高

は9,853百万円となりました。  

② 国内土産販売事業 

 国内土産販売事業につきましては、新型インフルエンザの影響で国内旅行市場が低迷した前期に比べ、市場も大きく

回復し、売上高は2,218百万円となりました。  

③ その他事業 

 物流請負事業、輸出販売事業等で、売上高は98百万円となりました。 

 次期の見通しにつきましては、東日本大震災の影響により、特に上半期において旅行の手控えや延期など市場が低迷

することが予想されております。 

 このような認識の下、当社は基幹事業である海外渡航関連事業の新規販路開拓を含めた改革に更に傾注するとともに

国内土産販売事業の販売効率を高めていき、生産性の向上を図っていきます。さらにネット化の動きに対応した販売ス

キームの構築とコスト構造改革を引き続き推進し、経営の効率化に努めてまいります。 

 通期業績見通しにつきましては、売上高11,200百万円、営業利益100百万円、当期純利益35百万円を予測しておりま

す。  

  

(2）財政状態に関する分析 

  当事業年度のキャッシュ・フローの状況 

  当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ344百万円減少し、当

事業年度末には512百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度の税引前当期純利益を400百万円計上したことに加え、売上債権

の減少87百万円、たな卸資産の減少65百万円等により698百万円の資金を獲得いたしました。 

１．経営成績
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウエアの取得による支出15百万円等により8百万円の資金を支出いた

しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により1,032百万円の資金を支出いたしました。  

  

  なお、当社のキャッシュ・フロー関連指標は下記のとおりであります。 

 ※自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

２．キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。   

３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてお 

    ります。 

４．平成22年３月期までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、個別キャッシュ・フロー計算

書を作成しておりません。このため、平成22年３月期までのキャッシュ・フロー関連資料は記載しており

ません。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、収益力の向上と経営基盤や財務体質の健全強化を図りながら各期の業績、配当性向ならびに事業展開に

必要な内部留保の水準等を総合的に勘案し、継続的かつ安定的な成果配分を基本方針としております。  

  しかしながら、当期の利益配当につきましては、東日本大震災の影響により旅行需要の低迷が予想される等の事

業環境を鑑み、今後の財務体質の一層の強化を図るため誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。 

  平成23年３月期 

 自己資本比率（％） 40.9 

 時価ベースの自己資本比率

（％） 
 17.1

 キャッシュ・フロー対有利 

 子負債比率（年） 
 2.0

 インタレスト・カバレッジ・

 レシオ 
 16.9
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(4）事業等のリスク 

① 火急な環境の変化に関するリスク 

 当社は旅行に関与したビジネスが従来からの特徴であり、特に海外を中心とした旅行者への販売に依存してお

ります。海外渡航関連事業の売上は全体の81.0％（98億円）であり、ここ数年来発生しました戦争・テロを含む

国際情勢の不安、新型インフルエンザ等の伝染性疾病の蔓延により渡航者の自粛を招き、それに伴い当社海外土

産商品・旅行用品の売上減少となり、当社の業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 特定の取引先への高い販売依存度に関するリスク 

 当社の販売において依存をしている代理店は、 も有力な取引先で売上構成比が約10％となり、その代理

店との関係悪化が売上の減少を招き、当社の業績、財政面に悪影響を与える可能性があります。 

  

③ 商品の輸入規制に関するリスク 

 当社で販売している商品は海外からの輸入食品が主力である為、添加物等を含め新たな発令により、輸入

規制となった場合は商品の供給が困難となることがあり、その場合当社の業績に悪影響を与える可能性があ

ります。 

  

④ 為替相場の変動リスク 

 当社は主に輸入商品を扱っており、為替変動の影響を強く受けます。このため、為替相場が著しく円安と

なった場合は商品調達コストが高騰し、業績に悪影響を与える可能性があります。 

  

⑤ 顧客の需要構造の変化に伴うリスク 

 当社の販売している主力商品（海外産チョコレート等海外食品）に対する顧客の需要構造が変化すること

により販売が激減した場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 近の有価証券報告書（平成22年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更がないた

め、開示を省略しております。 

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「お客様の繁栄と社業の発展に尽力する経営」を社是として掲げ、お客様と共存共栄できる関係を築くこ

とにより株主・投資家の皆様、社員の取引先や商品仕入業者からのご期待に応えられることが企業の存続意義と考

え、その実現により継続性のある経営に努めております。 

 当社は旅行市場という外部の影響を受けやすい環境下にありますが、旅行用品販売、土産販売事業を中核として、

今後もお客様のニーズの変化に対応していくとともに、旅行関連業界で培ったノウハウや国際感覚を活かせる分野へ

の経営資源の投入等により企業価値の増大と深化を図り、すべての関係者の皆様にとって魅力ある企業として発展し

つづけてまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、収益とキャッシュ・フローを重視した経営を推進し、企業価値の 大化を図ることが経営の第一目標であ

ると考えております。定量的な目標につきましては、売上高経常利益率及び総資本経常利益率（ROA)を採用しており

ます。中長期的には、売上高経常利益率5.5％以上、総資本経常利益率15％以上を目標としております。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 厳しい事業環境のもと、当社は上記の基本方針に基づき、旅行用品販売、土産販売事業のそれぞれの事業分野で

業界のリーディングカンパニーとして持続的な成長を目指し、以下の項目について具体的な取組を明示し、その実

現に向けて全力で取り組んでおります。 

①当社のおかれたポジション・重点課題を解決し、利益の出る構造体となります。 

②日本人の海外渡航者向けの土産販売事業を深耕し、磐石な事業経営を具現化します。 

③成長著しいアジア消費マーケットに対して、当社が培ってきたノウハウを活用した新たな収益基盤の構築に取り

組みます。 

④事業環境の急激な変化に備え、ローコスト経営体制の構築を推し進めます。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社を取り巻く環境は、東日本大震災の影響による個人消費の低迷や景気感の悪化とともに一時的な旅行市場

の低迷が予想され、また、紛争・テロ等、海外旅行関連消費を阻害する要因が依然として潜在しており、決して

楽観を許さない状況であると考えております。 

 このような認識の下、当社においては海外旅行者を対象とした土産販売事業を中核とする企業として、引き続

きお客様にご支持いただき成長し続けていくために、商品の品質管理をより一層強化し、営業力を強化し、また

全社的な業務の見直しを行い事業の「選択と集中」を図っていくことによって、従業員一人当たりの生産性を高

めてまいります。 

 

①コアビジネスである海外土産販売事業について 

 海外土産販売事業につきましては、旅行代理店との緊密な関係を維持しつつ、旅行関連企業との提携やインタ

ーネットを活用した販売、さらに海外旅行先現地での販売等新しい販売方法を拡大し、収益基盤の強化に努めて

まいります。また、旅行業界や競合他社の動向を見極め、商品展開や顧客サービスなど常にスピード感を意識し

た経営・営業に取り組み、確固たるシェア獲得を目指してまいります。 

 

②国内土産販売事業について 

 国内土産販売事業につきましては、収益性を重視した販売方法を踏襲し、さらに主催者との関係強化による効

率性の高い事業を積極的に展開してまいります。 

 

③インターネット事業について 

 インターネット事業につきましては、お土産のＥＣサイトである「GIFT-LAND（ギフトランド）」の拡充とお客

様の目線から考えた操作性の高いユーザビリティのさらなる向上を図り、業界ナンバーワンサイトを目指してま

いります。また、モバイル機能充実や新サービスを提供するサイト構築など、新たな可能性に挑戦してまいりま

す。 

 

④店舗事業について 

 現在、空港内やパスポートセンター隣接地にて展開している店舗事業につきましては、既存店舗の見直しや新

規店舗の出店も随時行い、お土産・旅行用品の販売以外にも「旅行」をキーワードに個別店舗の顧客動向を踏ま

えた新規商品を開発し、新たなビジネス拡大を推進してまいります。 

３．経営方針
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⑤商品開発について 

 商品開発につきましては、今後も「商品の安全・安心」に対応した商品品質の向上に取り組んでいくことが、

お客様のご支持を得るために も大切なことであると認識しております。また、リピート旅行者が増加するな

か、お客様の商品に対する要望はより具体的かつ専門性が高まっているため、自家消費型商品を積極的に開発

し、これからもよりご満足頂ける商品開発に努めてまいります。 

  

⑥コンプライアンスについて 

 コンプライアンス管理につきましては、内部統制管理組織により、金融商品取引法に伴なう内部統制の管理

運用とクライシス管理体制の強化を図り、更に個人情報保護を目的として取得した「プライバシーマーク」の

運用強化も着実に実行し、法令遵守（コンプライアンス）の徹底を積極的に進め、企業としての社会的責任を

誠実に追及してまいります。  

  

(5) その他、会社の経営上重要な事項  

  内部統制管理体制の整備・運用状況 

  当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,056,515 ※1  822,509

受取手形 － 2,870

売掛金 481,861 391,088

商品及び製品 388,990 459,502

原材料及び貯蔵品 234,522 98,943

前払費用 102,512 93,348

短期貸付金 160 －

未収入金 251,093 117,295

その他 28,319 3,699

貸倒引当金 △6,961 △8,472

流動資産合計 2,537,015 1,980,785

固定資産   

有形固定資産   

建物 463,543 462,712

減価償却累計額 △296,205 △308,696

建物（純額） 167,337 154,015

構築物 31,620 31,620

減価償却累計額 △24,691 △25,536

構築物（純額） 6,928 6,083

車両運搬具 1,947 2,889

減価償却累計額 △1,908 △2,713

車両運搬具（純額） 38 176

工具、器具及び備品 208,773 194,320

減価償却累計額 △189,010 △177,125

工具、器具及び備品（純額） 19,762 17,194

土地 259,197 259,197

リース資産 13,848 17,083

減価償却累計額 △3,362 △6,509

リース資産（純額） 10,485 10,573

有形固定資産合計 463,750 447,241

無形固定資産   

のれん 22,426 13,173

商標権 747 581

ソフトウエア 9,439 20,643

リース資産 13,713 9,754

その他 11,165 9,129

無形固定資産合計 57,492 53,282
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  491,070 ※1  344,923

長期貸付金 27,513 26,702

長期前払費用 282,192 263,793

長期預金 300,000 300,000

生命保険積立金 ※1  106,896 ※1  77,798

敷金及び保証金 371,185 353,349

その他 10,447 3,500

貸倒引当金 △28,760 △26,702

投資その他の資産合計 1,560,545 1,343,364

固定資産合計 2,081,788 1,843,888

資産合計 4,618,803 3,824,674

負債の部   

流動負債   

買掛金 383,061 310,716

短期借入金 ※1, ※3  1,434,000 ※1, ※3  939,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  542,910 ※1  277,150

1年内償還予定の社債 ※1  50,000 －

リース債務 6,598 7,410

未払金 353,541 284,400

未払費用 89,689 73,851

未払法人税等 37,612 43,653

未払消費税等 － 65,202

繰延税金負債 168 －

預り金 12,779 8,845

その他 8,678 8,141

流動負債合計 2,919,039 2,018,372

固定負債   

長期借入金 ※1  420,385 ※1  200,000

リース債務 18,073 13,549

繰延税金負債 1,335 335

未払役員退職慰労金 6,902 2,363

その他 9,859 －

固定負債合計 456,555 216,248

負債合計 3,375,595 2,234,621

純資産の部   

株主資本   

資本金 858,700 858,700

資本剰余金   

資本準備金 777,490 777,490

資本剰余金合計 777,490 777,490
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

利益剰余金   

利益準備金 185,000 185,000

その他利益剰余金   

別途積立金 200,000 200,000

繰越利益剰余金 △786,285 △421,213

利益剰余金合計 △401,285 △36,213

自己株式 △642 △1,654

株主資本合計 1,234,261 1,598,322

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,676 △33,647

繰延ヘッジ損益 245 －

評価・換算差額等合計 △16,430 △33,647

新株予約権 25,377 25,377

純資産合計 1,243,208 1,590,053

負債純資産合計 4,618,803 3,824,674
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 10,112,260 12,169,955

売上原価   

商品期首たな卸高 510,111 388,990

当期商品仕入高 4,427,839 5,168,646

合計 4,937,951 5,557,637

商品期末たな卸高 ※4  388,990 ※4  459,502

商品売上原価 4,548,961 5,098,134

売上総利益 5,563,299 7,071,820

販売費及び一般管理費   

販売手数料 1,212,542 1,506,567

荷造運搬費 428,425 441,972

業務委託料 408,458 409,109

広告宣伝費 773,888 847,810

説明会費 99,272 117,298

貸倒引当金繰入額 5,703 8,330

役員報酬 53,438 24,035

従業員給料及び賞与 1,063,443 1,168,515

雑給与 451,751 594,376

退職給付費用 31,873 32,130

減価償却費 27,893 40,769

賃借料 632,945 611,050

その他 702,952 790,471

販売費及び一般管理費合計 5,892,588 6,592,439

営業利益又は営業損失（△） △329,288 479,381

営業外収益   

受取利息 6,398 4,157

受取配当金 5,092 5,796

助成金収入 13,292 －

その他 13,016 6,522

営業外収益合計 37,800 16,476

営業外費用   

支払利息 76,924 45,078

社債利息 1,075 160

社債発行費償却 1,001 －

投資事業組合運用損 － 8,496

保険解約損 27,645 －

その他 25,484 14,944

営業外費用合計 132,130 68,679

経常利益又は経常損失（△） △423,618 427,178
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※1  231 －

貸倒引当金戻入額 7,331 2,058

投資有価証券売却益 5,981 －

特別利益合計 13,544 2,058

特別損失   

固定資産除却損 ※2  4,944 ※2  2,199

抱合せ株式消滅差損 201,334 －

関係会社整理損 4,485 －

減損損失 ※3  372 ※3  2,036

投資有価証券評価損 20,829 14,500

投資有価証券売却損 526 4,327

ゴルフ会員権売却損 － 4,233

退職勧奨関連費用 6,324 －

関係会社株式評価損 13,322 －

その他 8,291 1,382

特別損失合計 260,431 28,678

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △670,506 400,557

法人税、住民税及び事業税 40,200 35,486

法人税等合計 40,200 35,486

当期純利益又は当期純損失（△） △710,706 365,071
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 807,500 858,700

当期変動額   

新株の発行 51,200 －

当期変動額合計 51,200 －

当期末残高 858,700 858,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 726,290 777,490

当期変動額   

新株の発行 51,200 －

当期変動額合計 51,200 －

当期末残高 777,490 777,490

資本剰余金合計   

前期末残高 726,290 777,490

当期変動額   

新株の発行 51,200 －

当期変動額合計 51,200 －

当期末残高 777,490 777,490

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 185,000 185,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 185,000 185,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 500,000 200,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △300,000 －

当期変動額合計 △300,000 －

当期末残高 200,000 200,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △146,306 △786,285

当期変動額   

別途積立金の取崩 300,000 －

剰余金の配当 △42,893 －

当期純利益又は当期純損失（△） △710,706 365,071

自己株式の処分 △186,378 －

当期変動額合計 △639,978 365,071

当期末残高 △786,285 △421,213
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 538,693 △401,285

当期変動額   

剰余金の配当 △42,893 －

当期純利益又は当期純損失（△） △710,706 365,071

自己株式の処分 △186,378 －

当期変動額合計 △939,978 365,071

当期末残高 △401,285 △36,213

自己株式   

前期末残高 △250,569 △642

当期変動額   

自己株式の取得 △452 △1,011

自己株式の処分 250,378 －

当期変動額合計 249,926 △1,011

当期末残高 △642 △1,654

株主資本合計   

前期末残高 1,821,914 1,234,261

当期変動額   

剰余金の配当 △42,893 －

当期純利益又は当期純損失（△） △710,706 365,071

自己株式の取得 △452 △1,011

自己株式の処分 64,000 －

新株の発行 102,400 －

当期変動額合計 △587,652 364,060

当期末残高 1,234,261 1,598,322

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 36 △16,676

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,712 △16,970

当期変動額合計 △16,712 △16,970

当期末残高 △16,676 △33,647

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 199 245

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45 △245

当期変動額合計 45 △245

当期末残高 245 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 235 △16,430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,666 △17,216

当期変動額合計 △16,666 △17,216

当期末残高 △16,430 △33,647

新株予約権   

前期末残高 － 25,377

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,377 －

当期変動額合計 25,377 －

当期末残高 25,377 25,377

純資産合計   

前期末残高 1,822,150 1,243,208

当期変動額   

剰余金の配当 △42,893 －

当期純利益又は当期純損失（△） △710,706 365,071

自己株式の取得 △452 △1,011

自己株式の処分 64,000 －

新株の発行 102,400 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,711 △17,216

当期変動額合計 △578,941 346,844

当期末残高 1,243,208 1,590,053
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成22年４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  

税引前当期純利益 400,557

減価償却費 40,936

長期前払費用償却額 37,779

減損損失 2,036

貸倒引当金の増減額（△は減少） △547

受取利息及び受取配当金 △9,953

支払利息及び社債利息 45,238

固定資産除却損 2,199

投資有価証券売却損益（△は益） 4,327

投資有価証券評価損益（△は益） 14,500

売上債権の増減額（△は増加） 87,902

たな卸資産の増減額（△は増加） 65,066

前払費用の増減額（△は増加） 5,072

未収入金の増減額（△は増加） 133,788

仕入債務の増減額（△は減少） △72,344

未払金の増減額（△は減少） △75,815

その他 87,747

小計 768,493

利息及び配当金の受取額 9,962

利息の支払額 △41,356

法人税等の支払額 △40,314

法人税等の還付額 2,058

営業活動によるキャッシュ・フロー 698,843

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △310,000

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △14,461

長期前払費用の取得による支出 △15,928

敷金及び保証金の差入による支出 △5,156

敷金及び保証金の回収による収入 19,964

投資有価証券の取得による支出 △40,000

投資有価証券の売却による収入 140,946

生命保険積立による支出 △25,523

生命保険返戻による収入 51,761

ソフトウエアの取得による支出 △15,448

その他 5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,844
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（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △570,000

長期借入金の返済による支出 △411,115

社債の償還による支出 △50,000

自己株式の取得による支出 △1,011

その他 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,032,156

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △344,005

現金及び現金同等物の期首残高 856,515

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  512,509
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    該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）重要な会計方針

項  目 
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの：  

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

 時価のあるもの：  

同  左 

  時価のないもの： 

移動平均法による原価法 

時価のないもの： 

同  左 

  なお、投資事業組合及びこれに類する

組合への出資（金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な 近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。      

        

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法（為替予約の振当処理を除く。）

デリバティブ 

  時価法 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

商品 

同  左 

  貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）  

貯蔵品 

同  左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

   建物    ３～47年 

   構築物   ７～20年 

   車両運搬具 ６年 

   器具備品  ２～20年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

   建物    ３～47年 

   構築物   ７～20年 

   車両運搬具 ２～６年 

   器具備品  ２～20年 
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項  目 
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  無形固定資産（リース資産を除く） 

 ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（２～５

年）に基づく定額法によっております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

 ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

  リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

リース資産 

同  左 

  長期前払費用 

定額法 

長期前払費用 

同  左 

５．繰延資産の処理方法 社債発行費 

 社債の償還までの期間にわたり定額

法により償却しております。 

―――――――――――――― 

  

６．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同  左 

７．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、振当処理の要件を満た

している為替予約については、振当処理

によっております。 

 また、金利スワップについて特例処理

の要件を満たしている場合には特例処理

を採用しております。    

① ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについて、特例処理を採用してお

ります。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ａ．ヘッジ手段：為替予約 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段：金利スワップ  

  ヘッジ対象：外貨建買掛金及び 

外貨建仕入予定取引 

ヘッジ対象：借入金利息 

   ｂ．ヘッジ手段：金利スワップ    

  ヘッジ対象：借入金利息   

  ③ ヘッジ方針 

為替相場の変動に伴なうキャッシュ・

フローへの影響をヘッジするため、対象

債務（将来の取引により確実に発生する

と見込まれるものを含む）の範囲内で、

また金利変動に伴なうキャッシュ・フロ

ーへの影響をヘッジするため対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。 

③ ヘッジ方針 

  金利変動に伴なうキャッシュ・フロー

への影響をヘッジするため対象債務の範

囲内でヘッジを行っております。 
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項  目 
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動累計を比較し、両者の変

動額等を基礎に判断しております。 

ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては有効性の評価を省略し

ております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

―――――――――――――――  手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から3ケ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。  

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を

採用しております。 

消費税等の会計処理の方法 

同  左 

（７）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――――――――――――――― 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はありません。   

（８）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（損益計算書） 

 前期において特別利益の「その他」に含めて表示して

おりました「貸倒引当金戻入額」及び「投資有価証券売

却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため区

分掲記しました。 

 なお、前期における「貸倒引当金戻入額」の金額は

2,347千円、「投資有価証券売却益」の金額は335千円で

あります。  

  

（損益計算書） 

 前期において営業外費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「投資事業組合運用損」は営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、区分掲記しました。 

 なお、前期における「投資事業組合運用損」の金額は

10,511千円であります。  

 また、営業外費用の「保険解約損」（当事業年度

2,809千円）については、金額的重要性が乏しいため、

営業外費用の「その他」に含めております。  
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（９）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成23年３月31日現在） 

※１．このうち担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

※１．このうち担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

現金及び預金（定期預金） 356,000千円

投資有価証券  44,271  

生命保険積立金 49,348  

合計 449,619  

現金及び預金（定期預金） 316,000千円

投資有価証券  35,633  

長期預金  300,000  

生命保険積立金 61,686  

合計 713,319  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金 1,234,000千円

１年内返済予定の長期借入金 310,000  

１年内償還予定の社債  50,000  

長期借入金 440,000  

合計 2,034,000  

短期借入金 739,000千円

１年内返済予定の長期借入金 277,150  

長期借入金  200,000  

合計 1,216,150  

２．保証債務 

（1）債務保証 

 該当事項はありません。 

２．保証債務 

（1）債務保証 

 該当事項はありません。 

（2）連帯保証 

 該当事項はありません。 

（2）連帯保証 

 該当事項はありません。 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行３行と当座借越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行１行と当座借越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座借越極度額の総額       千円650,000

借入実行残高  450,000

差引額  200,000

当座借越極度額の総額       千円150,000

借入実行残高  150,000

差引額  －
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。

工具、器具及び備品 231 千円

 １． ――――――――――――――――――― 

      

※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

建物 3,595 千円

車両運搬具 329

工具、器具及び備品 1,019

合計 4,944

建物 1,080 千円

工具、器具及び備品 1,119

合計 2,199

※３．減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グルー 

   プについて減損損失を計上しました。   

（用途）   （種類）    （場所） 

 遊休   電話加入権    － 

（金額）

372

  

千円

 合計 372  

※３．減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グルー 

   プについて減損損失を計上しました。   

（用途）   （種類）    （場所） 

 遊休   電話加入権    － 

（金額）

2,036

  

千円

 合計 2,036  

 (経緯) 

上記の電話加入権については、今後収益の獲得が見込

めないと認められたため、当該資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識致

しました。 

なお、回収可能価額は実勢価格等に基づく正味売却価

額によっております。 

 (経緯) 

上記の電話加入権については、今後収益の獲得が見込

めないと認められたため、当該資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識致

しました。 

なお、回収可能価額は実勢価格等に基づく正味売却価

額によっております。 

（グルーピングの方法） 

営業所単位を基本とし、将来の使用が見込まれていな

い遊休資産及び処分予定の資産については個々の物件単

位でグルーピングをしております。  

（グルーピングの方法） 

営業所単位を基本とし、将来の使用が見込まれていな

い遊休資産及び処分予定の資産については個々の物件単

位でグルーピングをしております。  

※４．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

                   23,821千円 

  

※４．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

                   千円 

  

21,580
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前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加800千株は、第三者割当による新株の発行によるものであります。

        ２．普通株式の自己株式の増加3千株は、単元未満株の買取りによるものであります。 

            また、普通株式の自己株式の減少500千株は、自己株式の売却によるものであります。  

  

２．新株予約権に関する事項 

（注）上表の新株予約権は、すべて当事業年度において発行したものであり、すべて権利行使可能なものであ

ります。なお、当事業年度における新株予約権の行使はありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式                      

  普通株式（注）１  6,628  800  －  7,428

合計  6,628  800  －  7,428

自己株式     

  普通株式（注）２  500  3  500  3

合計  500  3  500  3

 新株予約権の目的となる株式の種類 
新株予約権の目的となる株式の数

（千株）  
新株予約権の当事業年度末残高

（千円）  

普通株式 685 25,377 
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当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

      （注）普通株式の自己株式の増加9千株は、単元未満株の買取りによるものであります。 

  

２．新株予約権に関する事項 

          （注）当事業年度における新株予約権の行使はありません。  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  該当事項はありません。 

   

  
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

発行済株式                        

普通株式  7,428  －  －  7,428

合計  7,428  －  －  7,428

自己株式                        

普通株式（注）  3  9  －  12

合計  3  9  －  12

 新株予約権の目的となる株式の種類 
新株予約権の目的となる株式の数

（千株）  
新株予約権の当事業年度末残高

（千円）  

普通株式 685 25,377 
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 
  
  

※1.「現金及び現金同等物の期末残高」と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係  

  

（平成23年３月31日現在）   

  

  （千円）

現金及び預金   822,509

預入期間が3か月を超える定期預金   △310,000

   512,509

  

 2.重要な非資金取引の内容 

  約定の変更に基づく長期借入金から短期借入金への振

替額  

  

  

    千円75,000   
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

 主として、海外渡航関連事業におけるシステム関連

用（「工具、器具及び備品」、「ソフトウエア 」）

であります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

同   左 

 ②リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

同   左 

  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであり

ます。  

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額（千

円） 

  
工具、器具

及び備品
  ソフトウエア   合計 

取得価額相当額 75,238  445,587  520,825

減価償却累計額相当額 66,286  323,596  389,882

期末残高相当額 8,952  121,991  130,943

  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであり

ます。  

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額（千

円） 

  
工具、器具

及び備品
  ソフトウエア   合計 

取得価額相当額 27,897  323,017  350,914

減価償却累計額相当額 25,255  287,737  312,992

期末残高相当額 2,642  35,280  37,922

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 96,653千円

１年超 39,670  

合計 136,324  

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 29,441千円

１年超 10,229  

合計 39,670  

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減損損失及び支払利息相当額 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

支払リース料 131,215千円 

減価償却費相当額 124,054  

支払利息相当額 4,644  

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、減損損失及び支払利息相当額 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

  

(5)利息相当額の算定方法 

同   左 

  

  

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

支払リース料 74,397千円 

減価償却費相当額 69,807  

支払利息相当額 1,937  
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前事業年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 184,250千円）及び、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

（貸借対照表計上額 62,828千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

３．減損処理を行った有価証券 

 当事業年度において、有価証券について20,829千円（その他有価証券の株式11,984千円、非上場の株式8,736

千円、投資事業組合及びこれに類する組合への出資109千円）減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

  

（有価証券関係）

  種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式 76,830  55,295 21,534

(2）債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3）その他 －  － －

小計 76,830  55,295 21,534

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式 167,162  205,845 △38,683

(2）債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3）その他 －  － －

小計 167,162  205,845 △38,683

 合計 243,992  261,141 △17,149

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

(1）株式 48,815 5,981 526 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 48,815 5,981 526 
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当事業年度（平成23年３月31日） 

１．その他有価証券 

（注） 非上場株式（貸借対照表計上額 184,250千円）及び、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

（貸借対照表計上額 48,181千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら

れることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  

３．減損処理を行った有価証券 

 当事業年度において、その他有価証券の株式について14,500千円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

  

  種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式 29,961  20,928 9,033

(2）債券  

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3）その他 －  － －

小計 29,961  20,928 9,033

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式 23,760  24,750 △990

(2）債券  

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3）その他 58,770  100,000 △41,230

小計 82,530  124,750 △42,220

合計 112,491  145,678 △33,186

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

(1）株式  96,729  5,404  9,732

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 44,217 － －

合計 140,946 5,404 9,732
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   当事業年度（平成23年３月31日） 

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  

     該当事項はありません。 

  

     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

金利関連 

        （注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として        

              処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

  

当事業年度（平成23年３月31日現在）  

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定拠出年金制度を採用しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３．退職給付費用に関する事項 

  

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

  

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

     

  
  

契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

 
  

 
金利スワップの 

特例処理  

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金 150,000 50,000 （注)  

                      

 合計 150,000 50,000  －

（退職給付関係）

  
当事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(1）確定拠出年金への掛金支払額（千円）  32,130

（ストック・オプション等関係）
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     該当事項はありません。 

  

  

 当社は、全国で展開する店舗事業において、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務

を有しておりますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期間（退去時期）が明確でなく、将来の移転や統廃合

の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。このため、当該債務に見合う資産

除去債務を計上しておりません。  

  

   

 当社では、将来の使用が見込まれていない遊休不動産を保有しておりますが、金額的重要性が乏しいため、記

載を省略しております。 

  

  

（持分法損益等）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）
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当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社は、本社に事業を担当するカンパニー本部を置き、取り扱う商品・サービスについて包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、カンパニー本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「海外渡航関連事業」及び「国内土産販売事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「海外渡航関連事業」は、海外渡航客に対して旅行用品・海外土産品宅配サービスを販売しておりま

す。「国内土産販売事業」は、国内旅行客に対して全国各地の名産品及び土産品宅配サービスを販売し

ております。  

  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一で

あります。また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。 

  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流業務請負事業及

び輸出販売事業等を含んでおります。  

   

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  （単位：千円）

  報告セグメント
その他 
（注） 

合計
  

海外渡航
関連事業 

国内土産
販売事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高 9,853,239 2,218,363  12,071,602  98,353 12,169,955

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － －  － －

計 9,853,239 2,218,363  12,071,602  98,353 12,169,955

セグメント利益 998,908 139,512  1,138,420  7,435 1,145,856

セグメント資産 2,133,872 480,421  2,614,293  16,750 2,631,043

その他の項目   

減価償却費 15,992 2,588  18,581  33 18,614

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

24,870 5,599  30,470  － 30,470
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４．報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 
  

                              （単位：千円） 

   （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 
  

                              （単位：千円） 

   （注）主に本社の余資運用資産（定期預金、通知預金）、長期投資資金（投

資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

（追加情報）  

 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セ

グメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用してお

ります。 

  

利益 当事業年度 

 報告セグメント計  1,138,420 

 「その他」の区分の利益  7,435 

 全社費用（注）  △666,474 

 財務諸表の営業利益  479,381 

資産 当事業年度 

 報告セグメント計  2,614,293 

 「その他」の区分の資産  16,750 

 その他の調整額（注）  1,193,630 

 財務諸表の資産合計  3,824,674 
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当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 「ａ．セグメント情報」に同様の記載をしているため、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

 本邦の売上高及び有形固定資産の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの有形固

定資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

   

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。  

   

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

   

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円）  

  

   

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

ｂ．関連情報

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  報告セグメント

その他 全社・消去 合計
  

海外渡航 
関連事業 

国内土産
販売事業 

計

当期償却額  7,552 1,700  9,253 －  － 9,253

当期末残高  10,752 2,420  13,173 －  － 13,173

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

  
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額           円03銭 164           円01銭 211

１株当たり当期純利益（△ 損失）金

額 
          円 銭 △107 33           円 銭 49 20

   潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益（△損失）金額     

 当期純利益（△損失）（千円）  △710,706  365,071

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式にかかる当期純利益 

 （△損失）(千円) 
 △710,706  365,071

 期中平均株式数（千株）  6,621  7,419

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

  ――――――――――――   ―――――――――――― 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．投資事業組合出資金の譲受について 

1)譲受契約の趣旨 

 その他の関係会社でありますＲＨインシグノ株式会

社と当社との共同事業として取り組む北海道元気計画

事業における、投資用不動産の取得及び販売を目的と

して組成された投資事業組合（アクセルホールディン

グス組合）への出資契約に基づく出資持分の一部をＲ

Ｈインシグノ株式会社より出資契約に定められた出資

契約金額と同金額にて譲受いたしました。 

2)譲受契約の主な内容 

 平成22年５月31日付でＲＨインシグノ株式会社の所

有する投資事業組合（アクセルホールディングス組

合）への出資持分のうち、４口を40百万円にて譲受し

ております。 

  

２．金銭の貸付について 

 平成22年６月１日付でＲＨインシグノ株式会社へ金銭

貸付を行っております。  

1)貸付の目的 

 上記１．に記載した北海道元気計画事業においてＲ

Ｈインシグノ株式会社が同計画における投資用不動産

の取得及び販売を行うのに際し、先行して実施される

物件の改修工事費用等の一部を資金協力することを目

的としております。 

2)貸付の内容 

 貸付金額は30百万円、貸付利息は年利率2.00％、返

済条件は元利一括後払い、返済期限は平成22年９月30

日であります。なお、貸付にあたってＲＨインシグノ

株式会社の所有する不動産の担保差入を受けておりま

す。抵当権設定につきましては返済期日までは登記留

保しております。 

  

    ――――――――――――――――― 
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(1）役員の異動 

開示すべき内容が確定した時点で開示いたします。 

  

(2）その他  

    該当事項はありません。 

  

５．その他
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参考資料（前連結会計年度に係る連結財務諸表等） 
（１）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,327,457

売上原価 4,578,037

売上総利益 5,749,420

販売費及び一般管理費  

販売手数料 1,200,911

荷造運搬費 428,653

広告宣伝費 776,788

説明会費 99,272

貸倒引当金繰入額 25,771

従業員給料及び賞与 1,109,948

退職給付費用 31,873

減価償却費 65,200

賃借料 689,512

その他 1,663,779

販売費及び一般管理費合計 6,091,711

営業損失（△） △342,291

営業外収益  

受取利息 5,068

受取配当金 5,092

助成金収入 13,292

その他 12,668

営業外収益合計 36,123

営業外費用  

支払利息 78,119

社債発行費償却 1,001

保険解約損 27,645

為替差損 6,205

その他 21,737

営業外費用合計 134,708

経常損失（△） △440,877

特別利益  

固定資産売却益 666

投資有価証券売却益 5,981

貸倒引当金戻入額 6,313

その他 563

特別利益合計 13,524
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失  

減損損失 14,594

投資有価証券評価損 20,829

投資有価証券売却損 526

退職勧奨関連費用 6,324

たな卸資産処分損 7,052

子会社整理損 2,927

その他 9,519

特別損失合計 61,774

税金等調整前当期純損失（△） △489,127

法人税、住民税及び事業税 41,409

法人税等調整額 △204

法人税等合計 41,205

当期純損失（△） △530,333
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（２）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失（△） △489,127

減価償却費 65,200

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △297,570

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,395

減損損失 14,594

社債発行費償却額 1,001

固定資産売却損益（△は益） △666

固定資産除却損 4,944

投資有価証券売却損益（△は益） △5,455

投資有価証券評価損益（△は益） 20,829

保険解約損 27,645

受取利息及び受取配当金 △10,161

支払利息 78,119

売上債権の増減額（△は増加） △63,440

たな卸資産の増減額（△は増加） 89,267

前払費用の増減額（△は増加） 26,128

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,717

仕入債務の増減額（△は減少） 5,157

未払金の増減額（△は減少） △117,389

その他の流動負債の増減額（△は減少） △41,105

その他の固定負債の増減額（△は減少） 9,659

その他 20,974

小計 △654,726

利息及び配当金の受取額 13,270

利息の支払額 △71,613

法人税等の支払額 △57,704

法人税等の還付額 5,534

営業活動によるキャッシュ・フロー △765,238
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △6,993

投資有価証券の売却による収入 48,815

定期預金の預入による支出 △4,000

定期預金の払戻による収入 12,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△63

有形固定資産の取得による支出 △35,737

有形固定資産の売却による収入 7,417

長期前払費用の取得による支出 △4,437

子会社株式の取得による支出 △13,322

敷金及び保証金の差入による支出 △8,420

敷金及び保証金の回収による収入 98,884

生命保険積立による支出 △22,851

生命保険返戻による収入 551,340

ソフトウエアの取得による支出 △9,396

貸付けによる支出 △1,370

貸付金の回収による収入 1,759

その他 5,779

投資活動によるキャッシュ・フロー 619,406

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △516,000

長期借入金の返済による支出 △983,480

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,061

社債の償還による支出 △169,640

株式の発行による収入 102,400

自己株式の処分による収入 64,000

自己株式の取得による支出 △452

配当金の支払額 △42,893

新株予約権の発行による収入 25,377

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,526,749

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,676,897

現金及び現金同等物の期首残高 2,533,413

現金及び現金同等物の期末残高 856,515
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