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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23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 ％

24年9月期第1四半期 1,304 14.8 △8 ― △5 ― △7 ―
23年9月期第1四半期 1,136 11.8 0 ― 1 ― △1 ―

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 △9百万円 （―％） 23年9月期第1四半期 5百万円 （―％）

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9月期第1四半期 △216.73 ―
23年9月期第1四半期 △29.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第1四半期 3,337 2,329 69.8
23年9月期 3,816 2,375 62.3
（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  2,329百万円 23年9月期  2,375百万円

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9月期 ― 900.00 ― 1,000.00 1,900.00
24年9月期 ―
24年9月期（予想） 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 2,650 10.0 37 20.4 40 △14.5 23 △11.1 623.31
通期 6,100 9.6 231 145.0 237 86.3 137 108.3 3,712.74



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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9月期1Q 36,900 株 23年9月期 36,900 株
② 期末自己株式数 24年9月期1Q ― 株 23年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 36,900 株 23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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞からの回復の兆しが見られる

一方で、欧州財政不安や中東情勢の不安定化などの影響により、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、東日本大震災による急激な旅行需要の減少の影響からは脱し

つつあるものの、一部での円高メリット享受型の格安旅行の回復を除き、力強い回復と呼べる水準にはなく推移し

ております。  

 当社グループにおきましては、中東及び北アフリカ諸国の政情不安の影響から、冬場において需要の見込める地

域の売り上げが低迷し、集客人数の回復を主たる目標とすることで、円高還元を進めつつ、営業収益の改善に努め

ております。 

 その結果、当第1四半期連結累計期間の営業収益は13億4百万円（前年同期比114.8％）、営業損失は8百万円、経

常損失は5百万円、四半期純損失は7百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産合計は3,337百万円、負債合計は1,007百万円、純資産合計は2,329百万円となって

おります。 

 前期末比では、資産合計は479百万円減、負債合計は433百万円減、純資産合計は45百万円減となっており、自己

資本比率は69.8％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23年11月10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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）四半期連結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。 

  

  

（３）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

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,240,313 1,754,054

営業未収入金 37,735 30,916

有価証券 302,821 302,879

商品及び製品 1,854 1,556

原材料及び貯蔵品 4,758 3,744

その他 220,908 244,870

貸倒引当金 △30 △30

流動資産合計 2,808,361 2,337,992

固定資産   

有形固定資産 5,024 4,392

無形固定資産 10,705 9,812

投資その他の資産   

投資有価証券 447,112 441,491

その他 545,144 543,367

投資その他の資産合計 992,257 984,859

固定資産合計 1,007,986 999,064

資産合計 3,816,348 3,337,056

負債の部   

流動負債   

営業未払金 250,354 76,015

未払法人税等 28,200 965

旅行前受金 964,233 738,289

賞与引当金 32,200 16,200

返品調整引当金 500 300

その他 91,954 99,957

流動負債合計 1,367,442 931,728

固定負債   

退職給付引当金 73,192 75,585

固定負債合計 73,192 75,585

負債合計 1,440,634 1,007,313

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 1,927,286 1,882,388

株主資本合計 2,414,886 2,369,988

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △23,715 △27,768

繰延ヘッジ損益 △15,456 △12,477

その他の包括利益累計額合計 △39,172 △40,246

純資産合計 2,375,714 2,329,742

負債純資産合計 3,816,348 3,337,056
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業収益 1,136,323 1,304,118

営業費用 877,448 1,051,343

営業総利益 258,875 252,774

販売費及び一般管理費 258,260 261,622

営業利益又は営業損失（△） 614 △8,847

営業外収益   

受取利息 1,636 873

受取配当金 244 176

為替差益 － 1,154

その他 431 647

営業外収益合計 2,312 2,852

営業外費用   

為替差損 1,526 －

営業外費用合計 1,526 －

経常利益又は経常損失（△） 1,401 △5,995

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（△） △821 △5,995

法人税、住民税及び事業税 182 182

法人税等調整額 67 1,818

法人税等合計 250 2,001

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,071 △7,997

四半期純損失（△） △1,071 △7,997

株式会社ユーラシア旅行社（9376）　平成24年9月期　第1四半期決算短信　

4



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,071 △7,997

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11,324 △4,052

繰延ヘッジ損益 △4,424 2,978

その他の包括利益合計 6,899 △1,074

四半期包括利益 5,828 △9,071

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,828 △9,071

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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