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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6月30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3四半期 4,601 24.0 201 540.6 222 337.8 118 334.6
23年9月期第3四半期 3,710 △6.3 31 △73.8 50 △59.2 27 △62.4

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 139百万円 （198.5％） 23年9月期第3四半期 46百万円 （―％）

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3四半期 3,224.00 ―
23年9月期第3四半期 741.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 3,914 2,441 62.4
23年9月期 3,816 2,375 62.3
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  2,441百万円 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 ― 1,000.00 ―
24年9月期（予想） 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、対前期増減率） 

（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

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。 

※  注記事項

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3Q 36,900 株 23年9月期 36,900 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q ― 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3Q 36,900 株 23年9月期3Q 36,900 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  4

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  4

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  6

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6

株式会社ユーラシア旅行社（9376）　平成24年9月期　第3四半期決算短信

1



（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、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、欧州財政不安などによる世界経済の減速の兆しが見られ、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、東日本大震災直後の急激な旅行需要減少についての影響から

は脱し、特に、昨年３月からの時期には急速な失速があったこともあり、前年同期比の数値に関しましてはプラス

の傾向を示してきております。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は46億１百万円（前年同期比124.0％）、営業利益は201百万円

（前年同期比640.6％）、経常利益は222百万円（前年同期比437.8％）、四半期純利益は118百万円（前年同期比

434.6％）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3,914百万円、負債合計は1,473百万円、純資産合計は2,441百万円となりま

す。 

  前期末比においては、大きな変動要素はなく、資産合計は98百万円増、負債合計は32百万円増、純資産合計は65

百万円増となり、自己資本比率は62.4％となりました。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月10日に公表した業績予想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場合がございます。 

   

（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（注記事項）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３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,240,313 2,381,013

営業未収入金 37,735 40,236

有価証券 302,821 302,993

商品及び製品 1,854 －

原材料及び貯蔵品 4,758 2,215

その他 220,908 221,033

貸倒引当金 △30 △40

流動資産合計 2,808,361 2,947,452

固定資産   

有形固定資産 5,024 4,005

無形固定資産 10,705 8,810

投資その他の資産   

投資有価証券 447,112 412,746

その他 545,144 541,798

投資その他の資産合計 992,257 954,545

固定資産合計 1,007,986 967,361

資産合計 3,816,348 3,914,813

負債の部   

流動負債   

営業未払金 250,354 258,091

未払法人税等 28,200 72,000

旅行前受金 964,233 971,557

賞与引当金 32,200 16,300

返品調整引当金 500 200

その他 91,954 76,822

流動負債合計 1,367,442 1,394,971

固定負債   

退職給付引当金 73,192 78,244

固定負債合計 73,192 78,244

負債合計 1,440,634 1,473,216

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 1,972,451

株主資本合計 2,414,886 2,460,051

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 △16,130

繰延ヘッジ損益 △15,456 △2,323

その他の包括利益累計額合計 △39,172 △18,454

純資産合計 2,375,714 2,441,597

負債純資産合計 3,816,348 3,914,813
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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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益 3,710,374 4,601,476

営業費用 2,905,400 3,609,736

営業総利益 804,974 991,739

販売費及び一般管理費 773,595 790,733

営業利益 31,378 201,006

営業外収益   

受取利息 4,357 2,932

受取配当金 404 176

有価証券売却益 8,697 16,590

為替差益 4,392 －

その他 1,532 2,096

営業外収益合計 19,383 21,797

営業外費用   

為替差損 － 588

営業外費用合計 － 588

経常利益 50,762 222,214

特別損失   

固定資産除却損 62 149

投資有価証券評価減 － 13,904

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 14,053

税金等調整前四半期純利益 48,538 208,161

法人税、住民税及び事業税 15,968 83,625

法人税等調整額 5,195 5,570

法人税等合計 21,164 89,195

少数株主損益調整前四半期純利益 27,374 118,965

四半期純利益 27,374 118,965
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 27,374 118,965

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 17,892 7,585

繰延ヘッジ損益 1,520 13,132

その他の包括利益合計 19,413 20,717

四半期包括利益 46,788 139,683

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,788 139,683

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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