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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年9月期第3四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日） 
（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3四半期 3,710  △6.3 31  △73.8 50  △59.2 27  △62.4
22年 9月期第3四半期 3,958  △19.1  119  △24.1  124  △32.4  72    5.6

 

 
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3四半期 741.87 －
22年9月期第3四半期 1,973.62 －

 
（２）連結財政状態 

 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3四半期 3,595 2,377 66.1 64,420.97
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3四半期       2,377百万円 22年9月期        2,396百万円 

 
２．配当の状況 

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年月期(予想)   1,000.00 1,900.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
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、通期は対前期増減率） 

 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

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 

 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 ―社 (―)  、除外 ―社 (―)  

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 36,900株 22年9月期 36,900株

② 期末自己株式数 23年9月期3Ｑ ―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3Ｑ 36,900株 22年9月期3Ｑ 36,900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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気の持ち直し基調が表れていた状況下で、平成23年３

月11日に発生した東日本大震災の影響を受け、景気の減速並びに先行きの不透明感の増す環境となっております。 

 当社グループ関連の海外旅行業界におきましては、平成23年３月11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ました。その後も、海外旅行需要については、回復基調は緩やかな動きにと

どまっており、不透明な環境が継続しております。 

 当社グループにおきましては、海外旅行需要の減少に直面しつつも、営業利益の確保に注力した業績の安定に努め

ております。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は37億10百万円、営業利益は31百万円、経常利益は50百万円、四

半期純利益は27百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における資産合計は3,595百万円、負債合計は1,218百万円、純資産合計は2,377百万円となってお

ります。 

 前期末比では、資産合計は86百万円減、負債合計は66百万円減、純資産合計は19百万円減となっており、自己資本

比率は66.1％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23年４月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」か

ら変更はありません。 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が28千円減少し、税金等調整前四半期純利益が

2,188千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３四半期連結累計期間及び当第

３四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３四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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 1,966,152 2,107,983

営業未収入金 21,358 27,638

有価証券 302,761 302,576

商品及び製品 3,975 11,588

原材料及び貯蔵品 3,016 3,201

その他 234,801 128,686

貸倒引当金 △20 △30

流動資産合計 2,532,046 2,581,646

固定資産   

有形固定資産 6,134 4,678

無形固定資産 11,597 14,274

投資その他の資産   

投資有価証券 523,679 551,787

その他 522,401 529,742

投資その他の資産合計 1,046,080 1,081,529

固定資産合計 1,063,813 1,100,483

資産合計 3,595,859 3,682,129

負債の部   

流動負債   

営業未払金 200,282 202,213

未払法人税等 1,144 112,421

旅行前受金 861,120 796,677

賞与引当金 16,300 34,100

返品調整引当金 500 500

その他 68,185 73,316

流動負債合計 1,147,532 1,219,228

固定負債   

退職給付引当金 71,193 66,135

固定負債合計 71,193 66,135

負債合計 1,218,726 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 1,888,903 1,927,948

株主資本合計 2,376,503 2,415,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,402 △21,295

繰延ヘッジ損益 4,033 2,512

評価・換算差額等合計 630 △18,783

純資産合計 2,377,133 2,396,765

負債純資産合計 3,595,859 3,682,129
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 3,958,106 3,710,374

営業費用 3,043,093 2,905,400

営業総利益 915,012 804,974

販売費及び一般管理費 795,405 773,595

営業利益 119,607 31,378

営業外収益   

受取利息 4,706 4,357

受取配当金 626 404

有価証券売却益 － 8,697

為替差益 － 4,392

投資事業組合運用益 3,527 －

その他 1,124 1,532

営業外収益合計 9,985 19,383

営業外費用   

為替差損 5,180 －

営業外費用合計 5,180 －

経常利益 124,412 50,762

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 124,412 48,538

法人税、住民税及び事業税 47,776 15,968

法人税等調整額 3,809 5,195

法人税等合計 51,585 21,164

少数株主損益調整前四半期純利益 － 27,374

四半期純利益 72,826 27,374
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 1,668,505 1,301,351

営業費用 1,292,315 1,052,973

営業総利益 376,190 248,378

販売費及び一般管理費 253,207 247,733

営業利益 122,982 645

営業外収益   

受取利息 1,621 904

受取配当金 340 160

為替差益 － 1,705

その他 345 567

営業外収益合計 2,306 3,337

営業外費用   

為替差損 △1,510 －

営業外費用合計 △1,510 －

経常利益 126,799 3,982

税金等調整前四半期純利益 126,799 3,982

法人税、住民税及び事業税 47,332 9,248

法人税等調整額 4,071 △6,753

法人税等合計 51,404 2,494

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,488

四半期純利益 75,394 1,488
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30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 124,412 48,538

減価償却費 5,451 6,036

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,600 △17,800

返品調整引当金の増減額（△は減少） △200 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,244 5,058

受取利息及び受取配当金 △5,333 △4,761

為替差損益（△は益） 0 2

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） △597 6,280

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,491 7,798

旅行前払金の増減額（△は増加） △98,282 △94,687

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,962 △3,762

その他の資産の増減額（△は増加） △5,587 △12,876

営業未払金の増減額（△は減少） 57,910 △1,930

旅行前受金の増減額（△は減少） 244,657 64,442

その他の負債の増減額（△は減少） △1,040 △10,294

小計 317,960 △14,428

利息及び配当金の受取額 6,479 6,432

法人税等の支払額 △63,122 △125,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 261,316 △133,241

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

定期預金の預入による支出 － △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 108,350 101,297

敷金及び保証金の回収による収入 － 500

保険積立金の積立による支出 △7,763 △7,763

投資活動によるキャッシュ・フロー 66,857 54,865

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △59,311 △63,266

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,311 △63,266

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 268,862 △141,645

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 2,333,644 2,168,913
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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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