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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第31期

第２四半期連結
累計期間

第32期
第２四半期連結

累計期間
第31期

会計期間

自平成27年
　10月１日
至平成28年
　３月31日

自平成28年
　10月１日
至平成29年
　３月31日

自平成27年
　10月１日
至平成28年
　９月30日

営業収益 （千円） 2,514,632 2,319,999 4,988,189

経常利益 （千円） 1,078 88,321 51,078

親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半

期（当期）純損失（△）

（千円） △4,007 78,385 △42,274

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △27,291 164,585 △107,449

純資産額 （千円） 2,095,755 2,099,002 1,975,007

総資産額 （千円） 3,081,080 3,177,830 3,094,614

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）

（円） △1.09 21.24 △11.46

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 68.0 66.1 63.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △307,620 △17,089 △154,084

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △103,455 273,633 △129,635

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △40,595 △40,549 △81,131

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,732,146 2,016,961 1,800,194

 

回次
第31期

第２四半期連結
会計期間

第32期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成28年
　１月１日
至平成28年
　３月31日

自平成29年
　１月１日
至平成29年
　３月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 6.01 8.68

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．営業収益には消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第31期第２四半期連結累計期間及び第31期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第32

期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、重要な変更又は新たに発生した事項はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景とする緩やかな回復基調の動

きが見られる一方で、新興国景気減速懸念等、海外経済の不確実性による日本国内への景気下押しリスクも抱えてお

ります。

　当社グループにおきましては、ＩＳＩＬ（いわゆる「イスラム国」）の過激な活動の情報によって、欧州・中東等

での地政学的リスクの高まりによる営業収益の減少の影響を受けております。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は23億19百万円（前年同期比92.2％）、営業利益は０百万円、経

常利益は88百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は78百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益

が88百万円発生し、有価証券売却益80百万円、営業未収入金の増加20百万円、旅行前払金の増加17百万円、営業未払

金の増加12百万円、投資有価証券の売却による収入180百万円、投資有価証券の払戻による収入100百万円、配当金の

支払40百万円等の要因により、当第２四半期連結会計期間末には2,016百万円（前年同期比116.4％）となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、17百万円（前年同期比5.5％）となりました。

　これは、税金等調整前四半期純利益88百万円の発生と、有価証券売却益80百万円、営業未収入金の増加20百万円、

営業未払金の増加12百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果獲得した資金は、273百万円（前年同期比－％）となりました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入と投資有価証券の払戻による収入によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、40百万円（前年同期比99.9％）となりました。

　これは配当金の支払によるものです。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 14,760,000

計 14,760,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年５月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,690,000 3,690,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

（注）

計 3,690,000 3,690,000 － －

　（注）権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成29年１月１日～

平成29年３月31日
－ 3,690,000 － 312,000 － 175,600
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（６）【大株主の状況】

  平成29年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

井上　利男 東京都港区 19,491 52.8

（有）ホワイトサクセス 東京都港区白金２－７－４１－４０２ 4,140 11.2

佐伯　剛 京都府京都市東山区 900 2.4

前田　陽司 東京都品川区 659 1.8

エイアイユー損害保険(株)

（常任代理人日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１－８－３

（東京都中央区晴海１－８－１１）
450 1.2

（株）広美 東京都中央区築地３－９－９ 360 1.0

井上　勝仁 神奈川県川崎市中原区 360 1.0

日本証券金融（株） 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 342 0.9

出口　桂太郎 東京都新宿区 300 0.8

川畑　宏 神奈川県横浜市青葉区 270 0.7

計 － 27,272 73.9
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式3,689,000 36,890 －

単元未満株式 普通株式　　1,000 － －

発行済株式総数 3,690,000 － －

総株主の議決権 － 36,890 －

 

 

②【自己株式等】

平成29年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － 　－ 　－ 　－ 　　－

計 － 　－ 　－ 　－ 　　－

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ユーラシア旅行社(E04365)

四半期報告書

 7/17



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年１月１日から平

成29年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年10月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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28年９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,697,880 2,116,961

営業未収入金 7,671 27,845

有価証券 202,314 －

原材料及び貯蔵品 3,145 1,213

その他 170,795 204,872

貸倒引当金 △10 △30

流動資産合計 2,081,796 2,350,863

固定資産   

有形固定資産 3,124 5,160

無形固定資産 5,902 5,528

投資その他の資産   

投資有価証券 480,799 289,171

その他 522,991 527,105

投資その他の資産合計 1,003,791 816,277

固定資産合計 1,012,817 826,966

資産合計 3,094,614 3,177,830

負債の部   

流動負債   

営業未払金 155,896 168,379

未払法人税等 5,652 17,119

旅行前受金 710,639 700,769

賞与引当金 25,000 32,300

その他 115,227 49,361

流動負債合計 1,012,416 967,929

固定負債   

退職給付に係る負債 107,191 110,898

固定負債合計 107,191 110,898

負債合計 1,119,607 1,078,827

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 1,570,187 1,607,983

株主資本合計 2,057,787 2,095,583

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △18,205 △9,180

繰延ヘッジ損益 △64,574 12,599

その他の包括利益累計額合計 △82,780 3,418

純資産合計 1,975,007 2,099,002

負債純資産合計 3,094,614 3,177,830
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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27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成29年３月31日)

営業収益 2,514,632 2,319,999

営業費用 2,049,725 1,858,041

営業総利益 464,907 461,957

販売費及び一般管理費 ※ 465,962 ※ 461,113

営業利益又は営業損失（△） △1,055 843

営業外収益   

受取利息 2,307 369

受取配当金 17 －

有価証券売却益 － 80,000

為替差益 － 6,501

その他 1,012 605

営業外収益合計 3,337 87,477

営業外費用   

為替差損 1,202 －

営業外費用合計 1,202 －

経常利益 1,078 88,321

税金等調整前四半期純利益 1,078 88,321

法人税、住民税及び事業税 1,806 13,276

法人税等調整額 3,280 △3,341

法人税等合計 5,086 9,935

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,007 78,385

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△4,007 78,385
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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27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成29年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,007 78,385

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,719 9,025

繰延ヘッジ損益 △21,564 77,174

その他の包括利益合計 △23,283 86,199

四半期包括利益 △27,291 164,585

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △27,291 164,585

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成29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 1,078 88,321

減価償却費 1,214 1,561

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,500 7,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,602 3,707

受取利息及び受取配当金 △2,324 △369

為替差損益（△は益） 8,935 △772

有価証券売却損益（△は益） － △80,000

営業未収入金の増減額（△は増加） 5,031 △20,173

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,461 1,931

旅行前払金の増減額（△は増加） 16,635 △17,777

未収消費税等の増減額（△は増加） △145 448

その他の資産の増減額（△は増加） △509 △3,085

営業未払金の増減額（△は減少） △80,601 12,482

旅行前受金の増減額（△は減少） △263,945 △9,870

その他の負債の増減額（△は減少） △1,848 △312

小計 △307,916 △16,610

利息及び配当金の受取額 2,364 2,330

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,068 △2,809

営業活動によるキャッシュ・フロー △307,620 △17,089

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 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △345 △3,220

投資有価証券の取得による支出 △100,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 180,000

投資有価証券の払戻による収入 688 100,653

保険積立金の積立による支出 △3,799 △3,799

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,455 273,633

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △40,595 △40,549

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,595 △40,549

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,935 772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460,607 216,767

現金及び現金同等物の期首残高 2,192,753 1,800,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,732,146 ※ 2,016,961
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【注記事項】

（追加情報）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日

　　至 平成28年３月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年10月１日

　　至 平成29年３月31日）

給与手当 215,557千円 211,396千円

賞与引当金繰入額 26,335 28,742

退職給付費用 4,380 4,001

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年10月１日
至 平成29年３月31日）

現金及び預金勘定 1,528,623千円 2,116,961千円

預入期間が3か月を超える定期預金 △100,000 △100,000

有価証券勘定 303,522 －

現金及び現金同等物 1,732,146 2,016,961
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成28年３月31日）

配当に関する事項

 （１）配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日  効力発生日

 平成27年12月22日

 定時株主総会
普通株式 40,590  利益剰余金 11  平成27年９月30日 平成27年12月24日

 （２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

 　　　期間末後となるもの

 （決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日  効力発生日

 平成28年５月２日

 取締役会
普通株式 40,590  利益剰余金 11  平成28年３月31日 平成28年６月７日

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成29年３月31日）

配当に関する事項

 （１）配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日  効力発生日

 平成28年12月22日

 定時株主総会
普通株式 40,590  利益剰余金 11  平成28年９月30日 平成29年12月26日

 （２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

 　　　期間末後となるもの

 （決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日  効力発生日

 平成29年５月１日

 取締役会
普通株式 40,590  利益剰余金 11  平成29年３月31日 平成29年６月７日

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、海外旅行及びこれに関連する旅行傷害保険等のサービスを行う旅行業を営んでおり、単一セ

グメントであるため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成28年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年10月１日
至　平成29年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△1円09銭 21円24銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

△4,007 78,385

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属

する四半期純損失金額（△）（千円）

△4,007 78,385

普通株式の期中平均株式数（株） 3,690,000 3,690,000

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　平成29年５月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額……40,590千円

（ロ）１株当たりの金額…………………11円

　（注）平成29年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。

EDINET提出書類

株式会社ユーラシア旅行社(E04365)

四半期報告書

15/17



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年５月11日

株式会社ユーラシア旅行社

取締役会　御中

 

三優監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　昌敏　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 川村　啓文　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユーラ

シア旅行社の平成28年10月１日から平成29年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年１月１日

から平成29年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年10月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユーラシア旅行社及び連結子会社の平成29年３月31日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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