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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 2,547 △20.9 △63 ― △72 ― △209 ―
23年3月期第1四半期 3,221 ― 149 ― 137 ― 113 ―

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

24年3月期第1四半期 △28.25 ―
23年3月期第1四半期 15.33 ―

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

24年3月期第1四半期 3,984 1,418 35.0 187.83
23年3月期 3,824 1,590 40.9 211.01
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,392百万円 23年3月期  1,564百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

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



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 7,428,000 株 23年3月期 7,428,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 12,688 株 23年3月期 12,688 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,415,312 株 23年3月期1Q 7,423,352 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 
・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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期累計期間における我が国経済は、昨年に引き続き、少子高齢化に伴う勤労者世帯の減少と共に市場

が縮小していくという厳しい現実を踏まえながらも、着実な消費構造のシフトにより、景気回復の兆しを予感させ

ました。しかしながら、３月に発生しました東日本大震災の影響は計り知れず、日本経済の先行きは情勢を見極め

ることが困難な状況で推移致しました。 

  当然ながら旅行業界においても、昨年から大幅に低下、低迷の状況に陥りました。 

 このような状況の中、当社は営業体系の見直しと共に、全社コスト管理の徹底と固定費の抑制による収益構造の

改善を図りながら、震災影響の少ない西日本及び中日本エリアにおいて経営資源を投下し、攻めの営業を推進、強

化してまいりました。 

 この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比20.9%減）、経常損失 百万円（前

年同期は経常利益 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同期は四半期純利益 百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産）    

当第１四半期会計期間末における流動資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ262百万円増加いたしまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が102百万円、原材料及び貯蔵品が73百万円増加したことによるものでありま

す。固定資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ102百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券が

75百万円減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は、 百万円となり、前事業年度末に比べ160百万円増加いたしました。 

（負債）    

当第１四半期会計期間末における流動負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ384百万円増加いたしまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が109百万円、短期借入金が292百万円増加したことによるものであります。固

定負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ52百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が50百万円減

少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、 百万円となり、前事業年度末に比べ332百万円増加いたしました。 

（純資産）    

当第１四半期会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ171百万円減少いたしま

した。これは主に四半期純損失209百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は35.0%（前事業年度末は40.9%）となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月６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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 822,509 830,997

受取手形及び売掛金 393,959 496,201

商品及び製品 459,502 488,643

原材料及び貯蔵品 98,943 172,626

その他 214,343 266,904

貸倒引当金 △8,472 △12,043

流動資産合計 1,980,785 2,243,330

固定資産   

有形固定資産 447,241 438,593

無形固定資産 53,282 49,609

投資その他の資産   

投資有価証券 344,923 269,406

その他 1,025,143 1,010,693

貸倒引当金 △26,702 △26,652

投資その他の資産合計 1,343,364 1,253,447

固定資産合計 1,843,888 1,741,649

資産合計 3,824,674 3,984,979

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 310,716 419,912

短期借入金 939,000 1,231,000

1年内返済予定の長期借入金 277,150 288,480

未払法人税等 43,653 9,987

その他 447,852 453,524

流動負債合計 2,018,372 2,402,904

固定負債   

長期借入金 200,000 150,000

その他 16,248 13,855

固定負債合計 216,248 163,855

負債合計 2,234,621 2,566,760

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 △36,213 △245,719

自己株式 △1,654 △1,654

株主資本合計 1,598,322 1,388,816

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,647 4,024

評価・換算差額等合計 △33,647 4,024

新株予約権 25,377 25,377

純資産合計 1,590,053 1,418,219

負債純資産合計 3,824,674 3,984,979
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,221,959 2,547,945

売上原価 1,347,193 1,105,295

売上総利益 1,874,765 1,442,649

販売費及び一般管理費 1,725,277 1,505,685

営業利益又は営業損失（△） 149,487 △63,036

営業外収益   

受取利息 606 758

受取配当金 4,282 2,467

その他 1,356 1,573

営業外収益合計 6,245 4,800

営業外費用   

支払利息 14,264 9,955

為替差損 1,977 －

その他 1,685 4,128

営業外費用合計 17,927 14,083

経常利益又は経常損失（△） 137,806 △72,319

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,608 －

投資有価証券売却益 1,029 －

特別利益合計 2,638 －

特別損失   

減損損失 － 1,835

固定資産除却損 1,125 2,969

投資有価証券売却損 8,709 －

投資有価証券評価損 － 115,093

ゴルフ会員権売却損 4,233 －

その他 1,239 8,400

特別損失合計 15,307 128,298

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 125,136 △200,618

法人税、住民税及び事業税 11,346 8,887

法人税等合計 11,346 8,887

四半期純利益又は四半期純損失（△） 113,790 △209,505
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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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