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(百万円未満切捨て)

１．2022年６月期第３四半期の連結業績（2021年７月１日～2022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 ％

2022年６月期第３四半期 7,808 17.4 1,428 64.7 1,404 68.4 945 33.0 945 31.9 950 33.3
2021年６月期第３四半期 6,650 △41.1 867 △29.9 834 △31.0 710 10.9 716 9.8 713 12.1

　

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

2022年６月期第３四半期 134.22 131.57

2021年６月期第３四半期 106.13 105.99
　　

（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 ％

2022年６月期第３四半期 20,615 8,941 8,941 43.4

2021年６月期 12,199 2,311 2,311 18.9
　　　

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６月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2022年６月期 － 0.00 －

2022年６月期(予想) 15.00 15.00
(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６月期の連結業績予想（2021年７月１日～2022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 37,000 360.5 1,700 97.1 1,650 100.7 1,100 29.3 156.21
(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 ： 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）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) 2022年６月期３Ｑ 7,500,700株 2021年６月期 6,800,100株

② 期末自己株式数 2022年６月期３Ｑ 120株 2021年６月期 47,696株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2022年６月期３Ｑ 7,041,952株 2021年６月期３Ｑ 6,751,982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

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、本資料の発表時において入手可能な情
報に基づき作成したものであり、今後の不確定要素により、実際の業績とは異なる場合がありますの
で、ご了承ください。
　なお、2022年６月期の業績予想数値は、2021年８月13日公表の数値から変更しておりませんが、2022
年４月１日の子会社株式譲渡等の影響については現在精査中であり、修正の必要が生じた場合には速や
かに開示いたします。
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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
(2021年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 5,105,449 11,144,061

営業債権及びその他の債権 1,023,565 1,935,373

棚卸資産 1,080,893 159,938

営業投資有価証券 1,189,684 1,063,225

その他の金融資産 179,002 173,446

その他の流動資産 455,583 420,074

小計 9,034,179 14,896,121

売却目的で保有する資産 - 3,010,119

流動資産合計 9,034,179 17,906,240

非流動資産

有形固定資産 143,987 62,658

使用権資産 752,440 711,618

のれん 1,101,295 529,172

無形資産 280,313 194,278

その他の金融資産 854,085 1,189,102

繰延税金資産 27,393 19,630

その他の非流動資産 5,643 2,801

非流動資産合計 3,165,158 2,709,262

資産合計 12,199,337 20,615,502
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(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022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 1,975,853 4,057,244

社債及び借入金 2,227,085 741,880

リース負債 250,316 192,568

引当金 12,678 -

未払法人所得税等 399,127 625,762

その他の流動負債 178,103 110,605

小計 5,043,164 5,728,060

売却目的で保有する資産に直接関連
する負債

- 2,033,274

流動負債合計 5,043,164 7,761,335

非流動負債

社債及び借入金 3,971,785 3,324,125

リース負債 513,345 515,887

退職給付に係る負債 41,079 21,514

繰延税金負債 50,062 360

その他の非流動負債 268,647 50,771

非流動負債合計 4,844,920 3,912,659

負債合計 9,888,084 11,673,994

資本

資本金 557,183 3,281,560

資本剰余金 492,191 3,270,281

利益剰余金 1,524,270 2,401,933

自己株式 △245,240 △675

その他の資本の構成要素 △17,152 △11,593

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,311,253 8,941,507

資本合計 2,311,253 8,941,507

負債及び資本合計 12,199,337 20,615,502
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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 2020年７月１日
至 2021年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2022年３月31日)

収益 6,650,318 7,808,270

売上原価 2,267,204 1,294,382

営業総利益 4,383,114 6,513,887

販売費及び一般管理費 3,680,889 5,163,351

その他の収益 174,468 79,952

その他の費用 9,656 2,060

営業利益 867,036 1,428,427

金融収益 48 17,142

金融費用 32,654 40,662

税引前四半期利益 834,430 1,404,907

法人所得税費用 286,052 542,273

継続事業からの四半期利益 548,377 862,634

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 162,336 82,553

四半期利益 710,714 945,187

四半期利益の帰属

親会社の所有者 716,583 945,187

非支配持分 △5,869 -

合計 710,714 945,187

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 81.22 122.50

非継続事業 24.91 11.72

基本的１株当たり四半期利益 106.13 134.22

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 81.11 120.08

非継続事業 24.88 11.49

希薄化後１株当たり四半期利益 105.99 131.57
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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 2021年１月１日
至 2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)

収益 1,898,035 2,869,035

売上原価 429,330 663,454

営業総利益 1,468,704 2,205,580

販売費及び一般管理費 1,072,044 1,725,156

その他の収益 49,656 13,379

その他の費用 - -

営業利益 446,316 493,802

金融収益 28 5,630

金融費用 8,440 13,895

税引前四半期利益 437,905 485,538

法人所得税費用 154,375 173,173

継続事業からの四半期利益 283,529 312,365

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 5,147 12,819

四半期利益 288,677 325,184

四半期利益の帰属

親会社の所有者 288,677 325,184

非支配持分 - -

合計 288,677 325,184

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 41.99 41.65

非継続事業 0.76 1.71

基本的１株当たり四半期利益 42.75 43.35

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 41.94 40.92

非継続事業 0.76 1.68

希薄化後１株当たり四半期利益 42.70 42.60
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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 2020年７月１日
至 2021年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2022年３月31日)

四半期利益 710,714 945,187

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

366 908

純損益に振り替えられることのない項目
合計

366 908

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 2,359 4,651

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

2,359 4,651

その他の包括利益合計 2,725 5,560

四半期包括利益 713,440 950,747

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 719,249 950,747

非支配持分 △5,809 －

四半期包括利益 713,440 950,747
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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 2021年１月１日
至 2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)

四半期利益 288,677 325,184

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

406 1,088

純損益に振り替えられることのない項目
合計

406 1,088

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 6,713 2,086

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

6,713 2,086

その他の包括利益合計 7,120 3,174

四半期包括利益 295,798 328,359

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 295,798 328,359

非支配持分 - -

四半期包括利益 295,798 328,359

　



株式会社アドベンチャー(6030) 2022年６月期 第３四半期決算短信

8

（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 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
残高

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
残高

557,183 492,191 1,390,427 △245,240 △17,936 △896 1,595 △17,237 - 2,177,324

　当第３四半期連結累計期間(自 2021年７月１日 至 2022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

2021年７月１日
残高

557,183 492,191 1,524,270 △245,240 △17,838 △908 1,595 △17,152 - 2,311,253

四半期利益 - - 945,187 - - - - - - 945,187

その他の包括
利益

- - - - 4,651 908 - 5,560 - 5,560

四半期包括利益
合計

- - 945,187 - 4,651 908 - 5,560 - 950,747

剰余金の配当 - - △67,524 - - - - - - △67,524

新株の発行 2,724,376 2,778,090 - - - - △2 △2 - 5,502,464

自己株式の取
得

- - - △181 - - - - - △181

自己株式の処
分

- - - 244,747 - - - - - 244,747

所有者との取引
額合計

2,724,376 2,778,090 △67,524 244,565 - - △2 △2 - 5,679,506

2022年３月31日
残高

3,281,560 3,270,281 2,401,933 △675 △13,186 - 1,593 △11,593 - 8,941,507
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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 2020年７月１日
至 2021年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2022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 834,430 1,404,907

非継続事業からの税引前四半期利益 97,800 142,014

減価償却費及び償却費 355,022 333,037

減損損失 - 38,028

金融収益及び金融費用 57,137 28,907

営業債権及びその他の債権の増減額 △821,660 △638,958

棚卸資産の増減額 △6,208 △343,604

営業投資有価証券の増減額 69,429 126,458

営業債務及びその他の債務の増減額 △973,744 1,910,071

その他 △297,021 △223,111

小計 △684,814 2,777,752

利息及び配当金の受取額 151 17,225

利息の支払額 △57,288 △46,133

法人所得税の還付額 29,737 59,864

法人所得税の支払額 △18,226 △482,557

営業活動によるキャッシュ・フロー △730,441 2,326,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △19,172 △36,250

無形資産の取得による支出 △5,689 -

敷金及び保証金の差入による支出 △92,107 △659,165

敷金及び保証金の回収による収入 17,905 18,387

保険積立金の払戻による収入 - 221,462

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 55,805 △9,982

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,885 △465,549

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 △2,275,006 50,000

長期借入金の返済による支出 △822,704 △582,865

長期借入れによる収入 180,000 -

社債の償還による支出 △10,000 -

リース負債の返済による支出 △253,206 △233,331

株式の発行による収入 - 5,350,486

自己株式の売却による収入 - 364,987

配当金の支払額 △33,756 △67,524

その他 △342 △181

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,215,015 4,881,572

現金及び現金同等物の増減額 △4,555,342 6,742,175

現金及び現金同等物の期首残高 6,876,759 5,105,449

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,208 4,483

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金
同等物の振替額

- △708,047

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,323,625 11,144,061
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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。
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（重要な後発事象）

（子会社株式の譲渡）

　当社は、2022年３月25日開催の取締役会において、当社が保有する当社の連結子会社であるコスミック流通産業株

式会社（以下、「コスミック流通」）及びコスミックGCシステム株式会社（以下、「コスミックGC」）の全株式を譲

渡することを決議し、2022年４月１日に全株式の譲渡が完了しました。本株式譲渡により、2022年６月期の第４四半

期より両社は当社の連結の範囲から除外されます。

(1) 株式譲渡の理由

　当社はコスミック流通及び、コスミックGCの株式取得時から、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を活用することにより、両社のオンライン上での販売促進を目指してまいりま

した。

しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染拡大や、ウクライナにおける人道危機の発生等により、当社主要の

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、当社は積極的に事業の選択と集中を図り、旅行業以外の事業整理を行っていたとこ

ろ、株式会社プロトコーポレーション（以下、「プロト」）よりコスミック流通及び、コスミックGCの株式取得の意

向を受け、プロトの多店舗展開における経営資源やデータ活用等のノウハウを活用することにより、コスミック流通、

コスミックGC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とともに、株式譲渡により当社の財務基

盤が強化されることとなり、双方において有益であると判断し、本譲渡にいたりました。

(2) 譲渡する相手会社の名称

株式会社プロトコーポレーション

(3) 譲渡の時期

2022年４月１日

(4) 当該子会社の名称、事業内容及び会社との取引内容

名称 コスミック流通産業株式会社

事業内容 ディスカウントチケット等の販売店舗及びサイトの運営

当社との取引内容 銀行借入保証、株主優待券等の仕入及び販売

名称 コスミックGCシステム株式会社

事業内容 ギフト券等の販売店舗及びサイトの運営

当社との取引内容 該当事項はございません

(5) 譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況

①コスミック流通

Ⅰ 異動前の所有株式数 600株（議決権所有割合100.00%）

Ⅱ 譲渡株式数 600株（議決権所有割合100.00%）

Ⅲ 譲渡価格 当該会社の普通株式 1,449百万円

Ⅳ 異動後の所有株式数 0株（議決権所有割合：0.00%）

②コスミックGC

Ⅰ 異動前の所有株式数 200株（議決権所有割合100.00%）

Ⅱ 譲渡株式数 200株（議決権所有割合100.00%）

Ⅲ 譲渡価格 当該会社の普通株式 50百万円

Ⅳ 異動後の所有株式数 0株（議決権所有割合：0.00%）

(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

(7) 当該子会社株式の譲渡に係る財務的影響

コスミック流通及びコスミックGCの株式の譲渡に係る当社業績に与える影響につきましては、現在精査中でありま

す。
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(子会社の設立)

　当社は、2022年４月13日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議いたしました。

(1) 子会社設立の理由

　当社はOTA（オンライントラベルエージェンシー）として、日本初のグローバルOTAを目指し、総合予約サイト

「skyticket」を運営しております。この度、オフショア開発拠点としてAdventure Korea, Inc.（仮称）を設立い

たします。

(2) 子会社の概要

①名称 Adventure Korea, Inc.（仮称）

②所在地 Seoul, Korea

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 細谷 千夏（当社従業員）

④事業の内容 システム開発

⑤資本金 30億ウォン

⑥設立年月日 2022年７月（予定）

⑦大株主及び持株比率 当社100％

　


