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（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 ％

2023年３月期第３四半期 1,465 65.3 △82 － △36 － △61 －

2022年３月期第３四半期 886 △0.4 △505 － △412 － △415 －

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 417百万円（－％） 2022年３月期第３四半期 △915百万円（－％）

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

2023年３月期第３四半期 △1.99 －

2022年３月期第３四半期 △13.38 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 6,113 5,506 89.9

2022年３月期 5,368 5,087 94.6

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 5,495百万円 2022年３月期 5,077百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2023年３月期 － 0.00 －

2023年３月期（予想） 0.00 0.00

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの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

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

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

　2023年３月期の連結業績予想につきましては、現段階において合理的に予測することが困難なことから未定としており

ます。業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに開示いたします。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 31,260,000株 2022年３月期 31,260,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 246,430株 2022年３月期 246,430株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 31,013,570株 2022年３月期３Ｑ 31,013,594株

※  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（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

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）

※  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

　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。業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．当四半期決

算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和され持ち

直しの動きがみられたものの、国際情勢に関連した円安やエネルギー・原材料価格の上昇による物価高騰などによ

り先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　海外旅行市場に関しては、新型コロナウイルスによる各国の入出国規制が緩和されたことにより、業務渡航及び

一部方面のレジャー旅行が回復傾向にありましたが、依然として旅行需要は低い水準で推移しました。また、国内

旅行市場に関しては、コロナ感染者数が10月を底に再び増加しましたが、政府の観光需要喚起策「全国旅行支援」

の実施や団体旅行などにより回復基調で推移しました。

　このような状況のもと、当社の旅行関連事業におきましては将来の旅行需要の回復期に向け、引き続きユーザー

利便性向上のためのシステム開発を進めてまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は売上高1,465,362千円（前年同期比65.3％増）、営業損失82,843

千円（前年同期は505,931千円の営業損失）、経常損失36,831千円（前年同期は412,737千円の経常損失）、親会社

株主に帰属する四半期純損失61,748千円（前年同期は415,106千円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となり

ました。

　なお、当社グループの報告セグメントは単一セグメントであるため、セグメントの業績については記載を省略し

ております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は6,113,652千円（前連結会計年度末比745,311千円増加）となりま

した。これは主に、投資有価証券が690,955千円増加したことによるものであります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は607,547千円（前連結会計年度末比326,571千円増加）となりまし

た。これは主に、繰延税金負債が211,724千円、その他流動負債が48,689千円増加したことによるものでありま

す。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は5,506,105千円（前連結会計年度末比418,740千円増加）となりま

した。これは主に、その他有価証券評価差額金が479,705千円増加した一方で、親会社株主に帰属する四半期純損

失61,748千円を計上したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　旅行市場は回復傾向にあるもののまだ不確実な要素もあり、2023年３月期の業績を適正かつ合理的に予測するこ

とが難しい状況であります。そのため、2023年３月期の業績予想については現時点において『未定』とし、 合理

的な予測が可能となった時点で公表いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,018,844 2,989,063

売掛金及び契約資産 193,215 269,457

その他 62,084 79,822

貸倒引当金 △47 △245

流動資産合計 3,274,096 3,338,097

固定資産

有形固定資産 72,109 59,327

無形固定資産 1,241 705

投資その他の資産

投資有価証券 1,728,045 2,419,000

その他 292,848 296,521

投資その他の資産合計 2,020,893 2,715,521

固定資産合計 2,094,244 2,775,555

資産合計 5,368,341 6,113,652

負債の部

流動負債

買掛金 14,839 59,437

未払法人税等 11,776 33,334

その他 144,666 193,355

流動負債合計 171,281 286,128

固定負債

繰延税金負債 67,094 278,819

資産除去債務 40,400 40,400

その他 2,200 2,200

固定負債合計 109,694 321,419

負債合計 280,975 607,547

純資産の部

株主資本

資本金 648,292 648,292

資本剰余金 473,388 473,388

利益剰余金 3,821,283 3,759,534

自己株式 △17,610 △17,610

株主資本合計 4,925,352 4,863,604

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 151,791 631,496

その他の包括利益累計額合計 151,791 631,496

新株予約権 10,221 11,003

純資産合計 5,087,365 5,506,105

負債純資産合計 5,368,341 6,113,652

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
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

売上高 886,454 1,465,362

売上原価 496,233 601,308

売上総利益 390,220 864,054

販売費及び一般管理費 896,152 946,898

営業損失（△） △505,931 △82,843

営業外収益

受取配当金 150 -

投資有価証券売却益 - 84

為替差益 86 424

助成金収入 90,480 41,196

その他 2,477 4,307

営業外収益合計 93,194 46,012

経常損失（△） △412,737 △36,831

税金等調整前四半期純損失（△） △412,737 △36,831

法人税、住民税及び事業税 2,970 24,903

法人税等調整額 △600 12

法人税等合計 2,369 24,916

四半期純損失（△） △415,106 △61,748

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △415,106 △61,748

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

四半期純損失（△） △415,106 △61,748

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △500,403 479,705

その他の包括利益合計 △500,403 479,705

四半期包括利益 △915,509 417,957

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △915,509 417,957

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

て適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響

に関する会計上の見積りの仮定について、新たな追加情報の発生及び重要な変更はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

当社グループの報告セグメントは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

当社グループの報告セグメントは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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３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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