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合弁会社（連結子会社）設立のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において株式会社光通信（東京都豊島区、代表取締役社長：和田 英明、

以下「光通信」）および株式会社インバウンドテック（東京都新宿区、代表取締役社長：東間 大、以下

「インバウンドテック」）との共同出資により合弁会社（連結子会社）を設立することを決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 合弁会社設立の理由  

 オーダーメイドの旅を提供するトラベル・コンシェルジュ・カンパニー、株式会社旅工房（本社：

東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：高山 泰仁、以下「当社」）は、時代に即した商品・サービス

の提供する光通信、並びに 24時間 365日体制にて多言語コンタクトセンターを運営するインバウンド

テック、それぞれが持つ強みを生かし、アフターコロナにおける国内外への旅行需要の回復に先立

ち、旅行者への快適なサービスを提供することを目的とした合弁会社を設立することといたしまし

た。 

 

合弁会社による提供サービスと 3 社の役割 

 合弁会社では、当社にサービス利用時に割引特典などが受けられる「① 旅工房プレミアクラブ（仮

称）」、光通信グループから提供される通信サービスを活用した国内旅行者向けのインターネットサービ

ス「② 旅工房 Wi-Fi（仮称）」並びに、インバウンドテックから海外旅行者向け「② 旅工房グローバル

Wi-Fi（仮称）」及び海外旅行時のコロナ感染や医療相談など、旅行先で使える通訳サービス「③ 多言語

コンシェルジュデスク（仮称）」のサービスの企画・提供を予定しており、今後もサービスメニューは随

時拡大してゆく予定です。 
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２． 合弁会社の概要  

（１） 名称 株式会社旅工房データマーケティング 

（２） 所在地 東京都豊島区東池袋 3-1-1サンシャイン 60 46階 

（３） 代表者 本村 善人 

（４） 事業内容 商品企画・コンサルティング業 

（５） 資本金 1,000万円（予定） 

（６） 設立年月日 2022年１月（予定） 

（７） 決算期 ３月 

（８） 純資産 1,000万円（予定） 

（９） 総資産 1,000万円（予定） 

（10） 大株主及び持ち株比率 当社：60％ 

株式会社光通信：20％ 

株式会社インバウンドテック：20％ 

（11） 当社と当該会社との 

関係 

資本関係 当社子会社となります。 

人的関係 当社役職員が一部出向する予定です。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

 

３．合弁相手先の概要 

（１） 名称 株式会社光通信 

（２） 所在地 東京都豊島区西池袋一丁目４番 10号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 和田 英明 

（４） 主な事業内容 法人サービス、個人サービス、取次販売 

（５） 資本金 54,259百万円 

（６） 株主構成 有限会社光パワー 

株式会社鹿児島東インド会社 他 
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（７） 設立時期 1988年２月５日 

（８） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態（国際会計基準） 

 決算期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 

 親会社の所有者に 

帰属する持分 
257,291百万円 285,746百万円 393,444百万円 

 資産合計 804,207百万円 972,075百万円 1,256,844百万円 

 １株当たり 

親会社所有帰属持分 
5,607円 32銭 6,227円 58銭 8,574円 93銭 

 売上収益 484,386百万円 524,570百万円 559,429百万円 

 営業利益 64,277百万円 73,004百万円 69,257百万円 

 税引前利益 71,579百万円 80,056百万円 82,170百万円 

 親会社の所有者に 

帰属する当期利益 
49,547百万円 51,670百万円 54,614百万円 

 基本的１株当たり 

当期利益 
1,075円 66銭 1,126円 09銭 1,190円 28銭 

 １株当たり配当金 351円 00銭 402円 00銭 456円 00銭 

（９） 当社と当該会社との 

関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況はありません。 

 

（１） 名称 株式会社インバウンドテック 

（２） 所在地 東京都新宿区新宿 2-3-13 大橋ビル 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 社長執行役員 東間 大 

（４） 主な事業内容 マルチリンガル CRM事業、セールスアウトソーシング事業 

（５） 資本金 545,397,200円 

（６） 株主構成 株式会社 a2media 

下大薗 豊 

株式会社グローバルキャスト 

株式会社光通信 

株式会社ハローコミュニケーションズ 他 

（７） 設立時期 2015年４月 

（８） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態 

 決算期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 

 純資産 313百万円 454百万円 1,635百万円 

 総資産 750百万円 910百万円 2,051百万円 

 １株当たり純資産 471円 80銭 684円 36銭 1,914円 66銭 

 営業収益 2,953百万円 2,983百万円 2,003百万円 

 経常利益 50 百万円 210 百万円 268 百万円 
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 当期純利益 19百万円 140百万円 179百万円 

 １株当たり当期純利益 29円 77銭 212円 56銭 250円 28銭 

 １株当たり配当金 0円 00銭 0円 00銭 0円 00銭 

（９） 当社と当該会社との 

関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況はありません。 

 

４．日 程 

(1) 取締役会決議日 2021年 11月 17日 

(2) 契約締結日 2021年 12月（予定） 

(3) 合弁会社設立日 2022年１月（予定） 

 

 

５．今後の見通し 

 今期の業績に与える影響につきましては、現段階では軽微と考えております。今後、開示の必要性

が生じた場合には、速やかにその内容を開示いたします。 

 なお、2022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９月までの累計数値が前々年同期比 2.9％と低調に推移しており、10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。 

 

以 上 


