
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年８月13日

上 場 会 社 名 株式会社旅工房 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6548 URL https://www.tabikobo.com/

代 表 者 (役職名) 代表取締役会長兼社長(氏名) 高山 泰仁

問合せ先責任者 (役職名)
執行役員コーポレート
本部長

(氏名) 岩田 静絵 (TEL) 03(5956)3044

四半期報告書提出予定日 2021年８月13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 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無 (― )
　

(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第１四半期 132 △12.1 △429 － △387 － △388 －

2021年３月期第１四半期 150 △98.1 △655 － △648 － △452 －
(注)包括利益 2022年３月期第１四半期 △388百万円( －％) 2021年３月期第１四半期 △455百万円( －％)
　

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

2022年３月期第１四半期 △73.75 －

2021年３月期第１四半期 △95.15 －
　

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるた
め、記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第１四半期 5,677 487 8.4

2021年３月期 5,642 508 8.8
(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 478百万円 2021年３月期 497百万円
　

　
　

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

2021年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年３月期 －

2022年３月期(予想) 0.00 － 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）
2022年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を現時点で合理的に算定するこ
とが困難であることから、未定としております。連結業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたしま
す。

　　



※ 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 ： 無

　 (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 ―社（社名） ―
　

　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

　

（４）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) 2022年３月期１Ｑ 5,493,900株 2021年３月期 5,135,500株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ 13,404株 2021年３月期 6,404株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 5,272,546株 2021年３月期１Ｑ 4,754,607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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま
せん。また、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．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大が企業活動や個人消費に大

きく影響し、極めて厳しい状況で推移いたしました。

旅行業界におきましては、世界各国の渡航制限や入国規制等を受けて旅行需要が大幅に減退しており、2020年４

月から６月における日本人出国者数が前年同期比99.6％減の２万人*、訪日外客数が前年同期比99.9％減の0.7万人*

と、著しく減少しております。

このような情勢のもと、当社グループでは、個人旅行事業におきまして新たに国内ツアーの企画・販売を開始し、

国内ツアー販売システムの開発を進めたほか、ホテル詳細ページのリニューアルを行うなど、国内旅行需要の獲得

に向けた取組みを推進いたしました。法人旅行事業におきましても、国内の業務渡航やMICE案件を中心に営業活動

を行いました。また、店舗の統合による地代家賃の削減や人件費の削減を行ったほか、市場規模縮小に合わせた広

告費の圧縮や開発外注費の精査等により、費用削減に努めました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高は132,244千円（前年同期比12.1%減）、営

業損失は429,306千円（前年同期の営業損失は655,255千円）、経常損失は387,458千円（前年同期の経常損失は

648,109千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は388,852千円（前年同期の親会社株主に帰属する四半期純損

失は452,403千円）となりました。

なおセグメントの業績については、当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略いたします。

* 2020年８月 日本政府観光局(JNTO)「2020年 訪日外客数・出国日本人数」

（２）財政状態に関する説明

(流動資産)

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は4,745,001千円と、前連結会計年度末比37,968千円増加しまし

た。これは主に、現金及び預金が前連結会計年度末比94,736千円、旅行前払金が前連結会計年度末比35,587千円、

受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比6,233千円増加、未収入金が前連結会計年度末比65,402千円減少したこ

とによるものです。

(固定資産)

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は932,334千円と、前連結会計年度末比2,938千円減少しまし

た。これは主に、その他(無形固定資産)が前連結会計年度末比4,867千円、建物付属設備（純額）が前連結会計年

度末比2,674千円減少、差入保証金が前連結会計年度末比5,004千円、ソフトウエアが前連結会計年度末比2,632千

円増加したことによるものです。

(流動負債)

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は4,624,790千円と、前連結会計年度末比57,928千円増加しまし

た。これは主に、預り金が前連結会計年度末比12,232千円、旅行前受金が前連結会計年度末比60,174千円、未払

金が前連結会計年度末比2,633千円増加、未払法人税等が前連結会計年度末比25,838千円、買掛金が前連結会計年

度末比8,848千円減少したことによるものです。

(固定負債)

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は564,884千円と、前連結会計年度末比2,542千円減少しまし

た。これは主に、その他(固定負債)が前連結会計年度末比1,992千円、資産除去債務が前連結会計年度末比418千

円減少したことによるものです。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産は487,660千円と、前連結会計年度末比20,355千円減少しました。

これは主に、資本金が前連結会計年度末比184,981千円、資本剰余金が前連結会計年度末比184,981千円増加し、

利益剰余金が前連結会計年度末比390,501千円減少したことによるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日本から

海外への渡航が難しい状況が続いており、従来、海外旅行商品の販売を強みとしてきた当社グループもその影響を

受けており、月次で公表しております旅行業取扱状況速報の2021年４月から６月までの累計数値が前々年同期比3.1

％と低調に推移しており、７月以降現在においてもこの状況が引続いております。このような状況の中、新たな事

業ポートフォリオの確立を目指して、国内旅行の販売や、国内出張手配、MICE案件の取り込みを最優先とした収益

拡大に努めておりますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により情勢が日ごとに変化しているため、現時

点での合理的な業績予想の算定ができず、引き続き2022年3月期の業績予想は未定とさせていただきます。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,520,508 3,615,245

受取手形及び売掛金 363,605 369,838

割賦売掛金 8,418 5,676

旅行前払金 70,390 105,978

未収入金 536,053 470,651

未収還付法人税等 49,385 54,225

その他 160,391 125,270

貸倒引当金 △1,721 △1,883

流動資産合計 4,707,033 4,745,001

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） 109,580 106,905

車両運搬具（純額） 7,731 7,196

その他（純額） 24,569 22,116

有形固定資産合計 141,880 136,218

無形固定資産

ソフトウエア 381,265 383,898

その他 50,250 45,382

無形固定資産合計 431,515 429,281

投資その他の資産

長期貸付金 4,876 4,876

差入保証金 135,034 140,038

その他 226,840 226,795

貸倒引当金 △4,876 △4,876

投資その他の資産合計 361,875 366,834

固定資産合計 935,272 932,334

資産合計 5,642,305 5,677,335
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 35,416 26,567

短期借入金 3,700,000 3,700,000

未払金 387,498 390,131

未払法人税等 28,720 2,882

旅行前受金 45,915 106,089

預り金 166,634 178,866

賞与引当金 1,154 611

その他 201,523 219,641

流動負債合計 4,566,861 4,624,790

固定負債

長期借入金 500,000 500,000

資産除去債務 28,223 27,805

繰延税金負債 8,138 8,006

その他 31,064 29,072

固定負債合計 567,427 564,884

負債合計 5,134,289 5,189,675

純資産の部

株主資本

資本金 654,472 839,453

資本剰余金 564,472 749,453

利益剰余金 △734,433 △1,124,934

自己株式 △128 △128

株主資本合計 484,382 463,843

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 13,124 14,732

その他の包括利益累計額合計 13,124 14,732

新株予約権 1,979 1,107

非支配株主持分 8,530 7,977

純資産合計 508,016 487,660

負債純資産合計 5,642,305 5,677,335
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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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 150,524 132,244

売上原価 95,110 94,086

売上総利益 55,413 38,157

販売費及び一般管理費 710,669 467,464

営業損失（△） △655,255 △429,306

営業外収益

受取利息 1 217

受取配当金 0 －

為替差益 1,490 －

助成金収入 9,746 54,657

その他 920 10,208

営業外収益合計 12,159 65,083

営業外費用

支払利息 3,263 13,177

支払保証料 654 333

為替差損 － 88

支払手数料 1,066 1,874

支払補償費 － 6,766

その他 29 995

営業外費用合計 5,014 23,236

経常損失（△） △648,109 △387,458

税金等調整前四半期純損失（△） △648,109 △387,458

法人税、住民税及び事業税 1,978 2,383

法人税等調整額 △196,896 △131

法人税等合計 △194,917 2,251

四半期純損失（△） △453,191 △389,710

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △787 △858

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △452,403 △388,852
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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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純損失（△） △453,191 △389,710

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △2,376 1,132

その他の包括利益合計 △2,376 1,132

四半期包括利益 △455,568 △388,577

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △454,324 △387,244

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,244 △1,333
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（３）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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第１四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ184,981千円増

加しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が839,453千円、資本剰余金が749,453千円となっており

ます。

（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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　これによる主な適用影響は、旅行商品販売における収益認識の時点を、従来の出発日から帰着日に変更した

こと、手配旅行販売などの当社グループが代理人として行う取引について、従来は顧客から受け取る対価の総

額を収益として認識していたものを、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識

することに変更したことであります。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は120,168千円、売上原価は119,371千円、販売費及び一般管

理費は417千円それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ378千円増加し

ております。また、利益剰余金の当期首残高は、1,648千円減少しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号2020年３月31日）第28－15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載

しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）等を当第１四半期連結会計期間の

期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準

第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微

であります。
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（重要な後発事象）

（新株予約権の行使）

当第１四半期連結会計期間末後、当社が2021年１月８日に発行した第２回新株予約権（行使価額修正条項及び行

使許可条項付）の権利行使が行われております。

新株予約権が行使され、2021年７月１日から2021年８月13日までに発行した株式の概要は以下のとおりでありま

す。

① 行使された新株予約権の個数 243個

② 発行された株式の種類及び株式数 普通株式24,300株

③ 資本金増加額 11,192千円

④ 資本準備金増加額 11,192千円

　


