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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3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2四半期 2,736 13.6 63 106.8 79 70.6 35 36.2
23年9月期第2四半期 2,409 5.2 30 ― 46 ― 25 ―

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 90百万円 （56.5％） 23年9月期第2四半期 58百万円 （―％）

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2四半期 955.46 ―
23年9月期第2四半期 701.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 3,756 2,429 64.7
23年9月期 3,816 2,375 62.3
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  2,429百万円 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。 

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2Q 36,900 株 23年9月期 36,900 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q ― 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2Q 36,900 株 23年9月期2Q 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２四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、東日本大震災直後の急激な旅行需要減少についての影響から

は脱し、前年同期比の数値に関しては改善の傾向を示してきております。  

  当社グループにおきましては、集客人員の回復に注力し、営業収益の改善に努めております。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は27億36百万円（前年同期比113.6％）、営業利益は63百万円

（前年同期比206.8％）、経常利益は79百万円（前年同期比170.6％）、四半期純利益は35百万円（前年同期比

136.2％）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期末における資産合計は3,756百万円、負債合計は1,327百万円、純資産合計は2,429百万円となりま

した。 

  前期末比においては、大きな変動要素はなく、資産合計は59百万円減、負債合計は113百万円減、純資産合計は

54百万円増となり、自己資本比率は64.7％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ことがあります。 

（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２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,240,313 2,268,084

営業未収入金 37,735 32,727

有価証券 302,821 302,937

商品及び製品 1,854 －

原材料及び貯蔵品 4,758 4,461

その他 220,908 176,826

貸倒引当金 △30 △30

流動資産合計 2,808,361 2,785,007

固定資産   

有形固定資産 5,024 4,465

無形固定資産 10,705 9,728

投資その他の資産   

投資有価証券 447,112 422,473

その他 545,144 535,056

投資その他の資産合計 992,257 957,529

固定資産合計 1,007,986 971,723

資産合計 3,816,348 3,756,730

負債の部   

流動負債   

営業未払金 250,354 157,723

未払法人税等 28,200 31,500

旅行前受金 964,233 963,153

賞与引当金 32,200 32,400

返品調整引当金 500 200

その他 91,954 65,130

流動負債合計 1,367,442 1,250,107

固定負債   

退職給付引当金 73,192 76,904

固定負債合計 73,192 76,904

負債合計 1,440,634 1,327,011

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 1,925,642

株主資本合計 2,414,886 2,413,242

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 △11,666

繰延ヘッジ損益 △15,456 28,143

その他の包括利益累計額合計 △39,172 16,476

純資産合計 2,375,714 2,429,719

負債純資産合計 3,816,348 3,756,730
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収益 2,409,022 2,736,109

営業費用 1,852,426 2,142,479

営業総利益 556,596 593,629

販売費及び一般管理費 525,862 530,074

営業利益 30,733 63,555

営業外収益   

受取利息 3,452 1,978

受取配当金 244 176

有価証券売却益 8,697 16,590

為替差益 2,686 －

その他 965 1,528

営業外収益合計 16,046 20,273

営業外費用   

為替差損 － 4,030

営業外費用合計 － 4,030

経常利益 46,779 79,798

特別損失   

固定資産除却損 62 148

投資有価証券評価減 － 11,902

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 12,050

税金等調整前四半期純利益 44,556 67,748

法人税、住民税及び事業税 6,720 29,581

法人税等調整額 11,949 2,910

法人税等合計 18,669 32,492

少数株主損益調整前四半期純利益 25,886 35,256

四半期純利益 25,886 35,256
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 25,886 35,256

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 26,297 12,049

繰延ヘッジ損益 5,910 43,599

その他の包括利益合計 32,207 55,648

四半期包括利益 58,093 90,905

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 58,093 90,905

少数株主に係る四半期包括利益 － －

株式会社ユーラシア旅行社（9376）　平成24年9月期　第2四半期決算短信

5



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 44,556 67,748

減価償却費 4,024 3,274

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500 200

返品調整引当金の増減額（△は減少） － △300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,751 3,712

受取利息及び受取配当金 △3,696 △2,155

為替差損益（△は益） △6,341 △317

有価証券売却損益（△は益） △8,697 △16,590

投資有価証券評価減 － 11,902

固定資産除却損 62 148

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） △14,854 5,007

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,739 2,150

旅行前払金の増減額（△は増加） 42,187 67,672

未収消費税等の増減額（△は増加） △2,886 △5,017

その他の資産の増減額（△は増加） △5,573 3,995

営業未払金の増減額（△は減少） △109,131 △92,631

旅行前受金の増減額（△は減少） △178,875 △1,079

その他の負債の増減額（△は減少） △18,572 △5,175

小計 △243,646 42,544

利息及び配当金の受取額 3,813 1,810

法人税等の支払額 △109,197 △26,281

営業活動によるキャッシュ・フロー △349,030 18,073

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 － △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △4,850 △1,010

無形固定資産の取得による支出 － △858

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

投資有価証券の売却による収入 15,681 50,018

投資有価証券の払戻による収入 865 825

敷金及び保証金の回収による収入 － 2,517

保険積立金の積立による支出 △5,175 △5,175

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,521 △53,682

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △33,194 △36,820

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,194 △36,820

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,341 317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △319,362 △72,113

現金及び現金同等物の期首残高 2,310,559 2,443,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,991,196 2,371,021
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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）セグメント情報等

（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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