
平成25年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年2月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ユーラシア旅行社 上場取引所 大
コード番号 9376 URL http://www.eurasia.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 井上 利男
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 出口 桂太郎 TEL 03-3265-1691
四半期報告書提出予定日 平成25年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年9月期第1四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成24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 ％

25年9月期第1四半期 1,279 △1.9 8 ― 7 ― 3 ―
24年9月期第1四半期 1,304 14.8 △8 ― △5 ― △7 ―

（注）包括利益 25年9月期第1四半期 30百万円 （―％） 24年9月期第1四半期 △9百万円 （―％）

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

25年9月期第1四半期 93.76 ―
24年9月期第1四半期 △216.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第1四半期 3,715 2,496 67.2
24年9月期 3,951 2,502 63.3
（参考） 自己資本 25年9月期第1四半期 2,496百万円 24年9月期 2,502百万円

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

24年9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
25年9月期 ―
25年9月期（予想） 1,000.00 ― 1,100.00 2,100.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 2,870 4.9 82 29.0 85 6.5 51 44.7 1,382.11
通期 6,740 5.3 344 13.1 350 6.5 210 17.2 5,691.06



(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） 25年9月期1Q 36,900 株 24年9月期 36,900 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q ― 株 24年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 36,900 株 24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、東日本大震災の復興需要等の下支えによる回復基調が見られ

る一方で、欧州景況の停滞や新興国の経済減速などもあり、不透明な状況が続いております。

当社グループ関連の海外旅行業界におきましては、前年同期以降で東日本大震災による旅行需要減少の影響から

の回復が見られ、一部に揺り戻し需要ともいえる上積みがありましたが、さらなる需要増までの力強さが見られず

に推移しています。

当社グループにおきましては、尖閣諸島問題による中国方面ツアーの減少の影響を受けておりますが、引き続き

営業収益の確保に努めております。

その結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は12億79百万円（前年同期比98.1％）、営業利益は８百万円、

経常利益は７百万円、四半期純利益は３百万円となりました。

（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3,715百万円、負債合計は1,218百万円、純資産合計は2,496百万円となりま

した。

前期末比では、資産合計は236百万円減、負債合計は230百万円減、純資産合計は５百万円減となり、自己資本比

率は67.2％となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

現時点における連結業績予想につきましては、平成24年11月９日に公表いたしま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24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,472,806 2,213,519

営業未収入金 45,150 6,893

有価証券 303,047 303,100

原材料及び貯蔵品 2,554 5,832

その他 197,541 350,376

貸倒引当金 △50 △10

流動資産合計 3,021,050 2,879,712

固定資産

有形固定資産 5,802 5,017

無形固定資産 7,893 6,957

投資その他の資産

投資有価証券 405,333 316,307

その他 511,863 507,500

投資その他の資産合計 917,197 823,807

固定資産合計 930,893 835,782

資産合計 3,951,943 3,715,495

負債の部

流動負債

営業未払金 163,447 79,169

未払法人税等 129,530 1,833

旅行前受金 983,859 953,863

賞与引当金 32,200 15,900

返品調整引当金 200 200

その他 60,128 86,449

流動負債合計 1,369,365 1,137,416

固定負債

退職給付引当金 79,872 81,302

固定負債合計 79,872 81,302

負債合計 1,449,237 1,218,718

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 2,032,651 1,999,211

株主資本合計 2,520,251 2,486,811

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △19,484 △9,028

繰延ヘッジ損益 1,939 18,994

その他の包括利益累計額合計 △17,545 9,966

純資産合計 2,502,706 2,496,777

負債純資産合計 3,951,943 3,715,495
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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23年10月１日
至 平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日)

営業収益 1,304,118 1,279,186

営業費用 1,051,343 1,014,000

営業総利益 252,774 265,185

販売費及び一般管理費 261,622 256,186

営業利益又は営業損失（△） △8,847 8,999

営業外収益

受取利息 873 602

受取配当金 176 84

有価証券売却益 － 2,142

為替差益 1,154 －

その他 647 279

営業外収益合計 2,852 3,109

営業外費用

為替差損 － 4,582

営業外費用合計 － 4,582

経常利益又は経常損失（△） △5,995 7,526

特別損失

固定資産除却損 － 36

特別損失合計 － 36

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△5,995 7,489

法人税、住民税及び事業税 182 182

法人税等調整額 1,818 3,846

法人税等合計 2,001 4,029

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△7,997 3,459

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,997 3,459
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（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23年10月１日
至 平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△7,997 3,459

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,052 10,456

繰延ヘッジ損益 2,978 17,055

その他の包括利益合計 △1,074 27,511

四半期包括利益 △9,071 30,971

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,071 30,971

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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