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(百万円未満切捨て)

１．2021年６月期第３四半期の連結業績（2020年７月１日～2021年３月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有
者に帰属する
四半期利益

四半期包括利
益合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期第３四半期 28,243 △11.5 965 △23.9 921 △25.1 710 10.9 716 9.8 713 12.1

2020年６月期第３四半期 31,906 4.1 1,269 24.8 1,229 24.6 641 30.2 652 30.6 636 30.0
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年６月期第３四半期 106.13 105.99

2020年６月期第３四半期 96.64 96.50
　　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年６月期第３四半期 9,652 2,177 2,177 22.6

2020年６月期 16,908 1,476 1,493 8.8
　　　

２．配当の状況

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

2020年６月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

2021年６月期 ― 0.00 ―

2021年６月期(予想) ― ―
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

※2021年6月期の配当予想については、現在未定であります。
　

３．2021年６月期の連結業績予想（2020年７月１日～2021年６月30日）

(％表示は、対前期増減率)

収益 営業利益 税引前利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,000 △39.5 730 58.3 650 85.2 460 538.5 68.12
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 2社（社名）
株式会社wundou
株式会社ギャラリーレア

　　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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
　　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年６月期３Ｑ 6,800,100株 2020年６月期 6,798,900株

② 期末自己株式数 2021年６月期３Ｑ 47,696株 2020年６月期 47,633株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年６月期３Ｑ 6,751,982株 2020年６月期３Ｑ 6,751,065株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基

づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 6,998,325 2,323,625

営業債権及びその他の債権 308,693 1,283,530

棚卸資産 2,639,465 1,216,970

営業投資有価証券 1,269,045 1,199,615

その他の金融資産 92,099 158,927

その他の流動資産 580,626 416,641

小計 11,888,256 6,599,310

売却目的で保有する資産 - 13,833

流動資産合計 11,888,256 6,613,144

非流動資産

有形固定資産 315,952 132,820

使用権資産 1,086,767 591,195

のれん 1,818,327 1,137,580

無形資産 454,244 311,929

その他の金融資産 1,103,442 853,866

繰延税金資産 218,918 4,470

その他の非流動資産 22,540 7,159

非流動資産合計 5,020,192 3,039,022

資産合計 16,908,449 9,652,166
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(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 3,060,538 2,034,854

社債及び借入金 7,614,951 2,518,568

リース負債 440,446 220,634

引当金 33,493 7,591

未払法人所得税等 407,305 497,602

その他の流動負債 253,407 166,921

流動負債合計 11,810,144 5,446,172

非流動負債

社債及び借入金 2,278,825 1,287,614

リース負債 720,654 379,792

退職給付に係る負債 41,516 40,608

繰延税金負債 122,083 63,418

その他の非流動負債 458,856 257,236

非流動負債合計 3,621,935 2,028,670

負債合計 15,432,080 7,474,842

資本

資本金 557,182 557,183

資本剰余金 492,190 492,191

利益剰余金 707,599 1,390,427

自己株式 △244,894 △245,240

その他の資本の構成要素 △18,961 △17,237

親会社の所有者に帰属する
持分合計

1,493,115 2,177,324

非支配持分 △16,746 -

資本合計 1,476,369 2,177,324

負債及び資本合計 16,908,449 9,652,166
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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)

注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2021年３月31日)

収益 31,906,898 28,243,548

売上原価 21,862,691 23,075,001

営業総利益 10,044,207 5,168,546

販売費及び一般管理費 8,739,189 4,382,663

その他の収益 42,204 192,043

その他の費用 77,573 12,035

営業利益 1,269,648 965,890

金融収益 98 128

金融費用 39,860 44,681

税引前四半期利益 1,229,885 921,337

法人所得税費用 517,915 315,632

継続事業からの四半期利益 711,969 605,704

非継続事業

非継続事業からの四半期利益（△損失） △70,820 105,009

四半期利益 641,148 710,714

以下に帰属する四半期利益

四半期利益：親会社の所有者に帰属 652,405 716,583

四半期利益：非支配持分に帰属 △11,257 △5,869

合計 641,148 710,714

親会社の所有者に帰属する１株当たり
四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円）

継続事業 105.46 89.71

非継続事業 △8.82 16.42

基本的１株当たり四半期利益 96.64 106.13

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 105.31 89.59

非継続事業 △8.81 16.40

希薄化後１株当たり四半期利益 96.50 105.99
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第３四半期連結会計期間

(単位：千円)

注記
前第３四半期連結会計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)

収益 8,640,226 9,762,736

売上原価 5,885,709 8,052,768

営業総利益 2,754,517 1,709,967

販売費及び一般管理費 2,540,429 1,298,430

その他の収益 33,116 49,879

その他の費用 72,689 276

営業利益 174,516 461,140

金融収益 12 31

金融費用 13,986 11,598

税引前四半期利益 160,542 449,572

法人所得税費用 138,211 157,836

継続事業からの四半期利益 22,330 291,735

非継続事業

非継続事業からの四半期利益（△損失） 13,059 △3,058

四半期利益 35,390 288,677

以下に帰属する四半期利益

四半期利益：親会社の所有者に帰属 34,780 288,677

四半期利益：非支配持分に帰属 610 -

合計 35,390 288,677

親会社の所有者に帰属する１株当たり
四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円）

継続事業 3.31 43.20

非継続事業 1.84 △0.45

基本的１株当たり四半期利益 5.15 42.75

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 3.30 43.15

非継続事業 1.84 △0.45

希薄化後１株当たり四半期利益 5.14 42.70
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要約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)

注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2021年３月31日)

四半期利益 641,148 710,714

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

△337 366

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△337 366

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △4,620 2,359

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

△4,620 2,359

その他の包括利益合計 △4,957 2,725

四半期包括利益 636,190 713,440

以下に帰属する四半期包括利益

四半期包括利益：親会社の所有者に帰属 646,975 719,249

四半期包括利益：非支配持分に帰属 △10,784 △5,809

四半期包括利益 636,190 713,440

　



株式会社アドベンチャー(6030) 2021年６月期 第３四半期決算短信

7

第３四半期連結会計期間

(単位：千円)

注記
前第３四半期連結会計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)

四半期利益 35,390 288,677

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

△668 406

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△668 406

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △531 6,713

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

△531 6,713

その他の包括利益合計 △1,199 7,120

四半期包括利益 34,190 295,798

以下に帰属する四半期包括利益

四半期包括利益：親会社の所有者に帰属 33,573 295,798

四半期包括利益：非支配持分に帰属 616 -

四半期包括利益 34,190 295,798
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間(自 2019年７月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

新株予
約権

合計

2019年７月１日現在 557,180 492,188 703,056 △244,894 △11,337 △1,258 1,595 △11,000 34,274 1,530,803

四半期利益 - - 652,405 - - - - - △11,257 641,148

その他の包括利益 - - - - △5,134 △295 - △5,429 472 △4,957

四半期包括利益合計 - - 652,405 - △5,134 △295 - △5,429 △10,784 636,190

剰余金の配当 - - △67,500 - - - - - - △67,500

新株の発行 1 1 - - - - - - - 3

所有者との取引額合
計

1 1 △67,500 - - - - - - △67,497

2020年３月31日現在 557,182 492,190 1,287,961 △244,894 △16,471 △1,554 1,595 △16,430 23,489 2,099,496

　当第３四半期連結累計期間(自 2020年７月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

新株予
約権

合計

2020年７月１日現在 557,182 492,190 707,599 △244,894 △19,058 △1,498 1,595 △18,961 △16,746 1,476,369

四半期利益 - - 716,583 - - - - - △5,869 710,714

その他の包括利益 - - - - 2,302 362 - 2,665 59 2,725

四半期包括利益合計 - - 716,583 - 2,302 362 - 2,665 △5,809 713,440

剰余金の配当 - - △33,756 - - - - - - △33,756

新株の発行 1 1 - - - - - - - 3

自己株式の取得 - - - △346 - - - - - △346

子会社の支配喪失
に伴う変動

- - - - △1,181 238 - △942 22,556 21,613

所有者との取引額合
計

1 1 △33,756 △346 △1,181 238 - △942 22,556 △12,485

2021年３月31日現在 557,183 492,191 1,390,427 △245,240 △17,936 △896 1,595 △17,237 - 2,177,324
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 1,229,885 921,337

非継続事業からの税引前四半期利益（△損失） △68,651 10,892

減価償却費及び償却費 543,223 355,022

減損損失 65,789 -

金融収益及び金融費用 91,487 57,137

営業債権及びその他の債権の増減額 1,763,800 △821,660

棚卸資産の増減額 109,157 △6,208

営業投資有価証券の増減額 45,180 69,429

営業債務及びその他の債務の増減額 △1,118,342 △973,744

連結子会社における不正流用損失 47,448 -

その他 △322,378 △297,021

小計 2,386,601 △684,814

利息及び配当金の受取額 214 151

利息の支払額 △91,701 △57,288

連結子会社における不正流用による支出額 △46,644 -

法人所得税の還付額 66,571 29,737

法人所得税の支払額 △101,342 △18,226

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,213,697 △730,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額 △327,969 -

有形固定資産の取得による支出 △51,807 △19,172

有形固定資産の売却による収入 4,494 -

無形資産の取得による支出 △120,482 △5,689

敷金及び保証金の差入による支出 △8,920 △92,107

敷金及び保証金の回収による収入 53,013 17,905

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

- △566,627

その他 △83,426 55,805

投資活動によるキャッシュ・フロー △535,099 △609,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 435,307 △2,275,006

長期借入金の返済による支出 △1,562,860 △822,704

長期借入れによる収入 350,000 180,000

社債の償還による支出 △35,000 △10,000

社債の発行による収入 100,000 -

リース負債の返済による支出 △350,655 △253,206

配当金の支払額 △67,500 △33,756

その他 3 △342

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,130,705 △3,215,015

現金及び現金同等物の増減額 547,892 △4,555,342

現金及び現金同等物の期首残高 3,455,790 6,876,759

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,680 2,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,009,362 2,323,625
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

（子会社株式の譲渡）

当社は、2021年４月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社EDIST(以下、EDIST)の全株式

1,000株を、株式会社ダスキン(以下、ダスキン)に譲渡することを決議し、同日付でダスキンと株式譲渡契約を締結い

たしました。

本株式譲渡に伴い、2021年６月期第４四半期連結会計期間において、同社を非継続事業に分類する予定です。これ

により、同社に係る収益及び利益は、連結損益計算書上、継続事業と区分して表示されます。

１ 株式譲渡の理由

当社は EDIST 事業譲受時において、当社の航空券等予約販売サイト「skyticket」で培ったオンラインマーケテ

ィングノウハウ等を活用することにより EDIST の事業の成長を加速させ、大きな成果を生み出すことが可能である

と考えておりましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大等により、当社主要事業の旅行事業を取り巻く環境

は急速に変化しており、経営資源を集中する事の重要性がより増してきている状況となっております。

このような環境変化の中で、ダスキンより EDIST の株式取得の意向を受け、両社の将来に向けた事業拡大と高い

シナジー効果が期待できることから本譲渡にいたりました。

本譲渡後は、旅行事業への集中を図る体制が強化されることになり、更なる企業価値向上に努めてまいります。

２ 株式譲渡の相手先の名称

株式会社ダスキン

３ 株式譲渡日

2021年５月31日（予定）

４ 当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引関係

(1)名称 株式会社EDIST

(2)事業内容 洋服等のレンタルサイト「EDIST.CLOSET」の運営

(3)取引関係 資金の貸付

５ 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡後の所有株式数

(1)譲渡株式数 1,000株

(2)譲渡価額 18,000千円

　この譲渡にあたり別途アドバイザリー費用等が9百万円発生する予定です。

(3)譲渡後の所有株式数 0株（議決権所有割合：0％）

６ 当該子会社が含まれていた報告セグメントの名称

コンシューマ事業

　


