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(百万円未満切捨て)

１．2023年６月期第１四半期の連結業績（2022年７月１日～2022年９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)

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 ％

2023年６月期第１四半期 4,961 122.8 1,338 145.7 1,331 150.0 841 146.2 841 146.2 831 142.3

2022年６月期第１四半期 2,227 36.7 544 161.5 532 173.0 341 30.7 341 27.9 342 32.2
　

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

2023年６月期第１四半期 112.25 107.68

2022年６月期第１四半期 50.64 50.58

（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 ％

2023年６月期第１四半期 19,898 10,303 10,303 51.8

2022年６月期 20,835 9,619 9,619 46.2
　　

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

2022年６月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2023年６月期 ―

2023年６月期(予想) 0.00 ― 22.00 22.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

３．2023年６月期の連結業績予想（2022年７月１日～2023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 当期利益
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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,000 18.8 2,800 37.0 2,750 36.6 1,700 5.6 1,700 5.6 226.65

(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) 2023年６月期１Ｑ 7,501,600株 2022年６月期 7,500,700株

② 期末自己株式数 2023年６月期１Ｑ 185株 2022年６月期 185株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2023年６月期１Ｑ 7,500,661株 2022年６月期１Ｑ 6,752,404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、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。
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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
(2022年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 12,754,783 12,326,137

営業債権及びその他の債権 2,872,939 2,302,942

棚卸資産 252,161 107,197

営業投資有価証券 1,097,295 1,323,973

その他の金融資産 193,318 156,000

その他の流動資産 1,081,224 692,537

流動資産合計 18,251,723 16,908,788

非流動資産

有形固定資産 58,889 59,307

使用権資産 664,141 616,564

のれん 529,172 529,172

無形資産 166,441 147,341

その他の金融資産 1,162,996 1,534,056

繰延税金資産 － 621

その他の非流動資産 2,521 102,228

非流動資産合計 2,584,161 2,989,292

資産合計 20,835,885 19,898,080
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(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2022年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年９月30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 5,760,429 4,879,076

社債及び借入金 490,368 451,467

リース負債 191,926 191,228

未払法人所得税等 1,074,342 406,456

その他の流動負債 112,508 107,055

流動負債合計 7,629,574 6,035,283

非流動負債

社債及び借入金 3,038,381 2,942,250

リース負債 468,378 420,991

退職給付に係る負債 22,963 25,052

繰延税金負債 5,867 114,721

その他の非流動負債 51,438 56,358

非流動負債合計 3,587,028 3,559,374

負債合計 11,216,603 9,594,657

資本

資本金 3,281,560 3,283,126

資本剰余金 3,270,281 3,271,848

利益剰余金 3,067,131 3,759,039

自己株式 △1,284 △1,284

その他の資本の構成要素 1,593 △9,306

親会社の所有者に帰属する持分合計 9,619,282 10,303,422

資本合計 9,619,282 10,303,422

負債及び資本合計 20,835,885 19,898,080
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)

収益 2,227,391 4,961,576

売上原価 260,721 863,217

営業総利益 1,966,669 4,098,358

販売費及び一般管理費 1,445,869 2,766,039

その他の収益 26,173 6,493

その他の費用 2,058 －

営業利益 544,915 1,338,812

金融収益 13 5,781

金融費用 12,433 13,567

税引前四半期利益 532,495 1,331,026

法人所得税費用 210,013 489,109

継続事業からの四半期利益 322,482 841,917

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 19,470 －

四半期利益 341,952 841,917

四半期利益の帰属

親会社の所有者 341,952 841,917

非支配持分 － －

四半期利益 341,952 841,917

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 47.76 112.25

非継続事業 2.88 －

基本的１株当たり四半期利益 50.64 112.25

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 47.70 107.68

非継続事業 2.88 －

希薄化後１株当たり四半期利益 50.58 107.68
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要約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)

注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)

四半期利益 341,952 841,917

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

15 －

純損益に振り替えられることのない項目
合計

15 －

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 949 △10,896

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

949 △10,896

その他の包括利益合計 965 △10,896

四半期包括利益 342,918 831,021

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 342,918 831,021

非支配持分 － －

四半期包括利益 342,918 831,021
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

　前第１四半期連結累計期間(自 2021年７月１日 至 2021年９月30日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

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 － － 341,952 － － － － － 341,952

その他の包括利益 － － － － 949 15 － 965 965

四半期包括利益合計 － － 341,952 － 949 15 － 965 342,918

剰余金の配当 － － △67,524 － － － － － △67,524

所有者との取引額合
計

－ － △67,524 － － － － － △67,524

2021年９月30日残高 557,183 492,191 1,798,699 △245,240 △16,888 △893 1,595 △16,186 2,586,647

　当第１四半期連結累計期間(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

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

2022年７月１日残高 3,281,560 3,270,281 3,067,131 △1,284 － － 1,593 1,593 9,619,282

四半期利益 － － 841,917 － － － － － 841,917

その他の包括利益 － － － － △10,896 － － △10,896 △10,896

四半期包括利益合計 － － 841,917 － △10,896 － － △10,896 831,021

剰余金の配当 － － △150,010 － － － － － △150,010

新株の発行 1,566 1,566 － － － － △3 △3 3,129

所有者との取引額合
計

1,566 1,566 △150,010 － － － △3 △3 △146,881

2022年９月30日残高 3,283,126 3,271,848 3,759,039 △1,284 △10,896 － 1,590 △9,306 10,303,422
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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１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 532,495 1,331,026

非継続事業からの税引前四半期利益 33,004 －

減価償却費及び償却費 107,376 70,192

金融収益及び金融費用 15,218 7,785

営業債権及びその他の債権の増減額 299,041 224,544

棚卸資産の増減額 △197,969 144,964

営業投資有価証券の増減額 △184,477 △226,677

営業債務及びその他の債務の増減額 13,527 △93,035

その他 32,435 3,850

小計 650,654 1,462,651

利息及び配当金の受取額 15 5,781

利息の支払額 △15,234 △13,567

法人所得税の支払額 △453,297 △1,074,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,138 380,514

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 △3,317 △1,364

敷金及び保証金の差入による支出 △500,000 △373,961

敷金及び保証金の回収による収入 9,000 2,900

保険積立金の払戻による収入 221,462 －

その他 △5,000 △100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △277,854 △472,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △194,425 △135,032

リース負債の返済による支出 △68,564 △48,085

株式の発行による収入 － 3,129

配当金の支払額 △67,524 △150,010

財務活動によるキャッシュ・フロー △330,513 △329,998

現金及び現金同等物の増減額 △426,229 △421,910

現金及び現金同等物の期首残高 5,105,449 12,754,783

現金及び現金同等物に係る換算差額 632 △6,735

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,679,852 12,326,137
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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）

（会社分割による事業承継）

　当社は、2022年10月12日開催の取締役会において、2022年11月21日を効力発生日として、会社分割の方式により、

株式会社レ・コネクション（以下、「レ・コネクション」という。）が営む宿泊事業の一部を当社の連結子会社で

ある株式会社Vacations（以下、「Vacations」という。）に承継することを決議し、レ・コネクションとVacations

との間で、会社分割等に関する包括合意を締結いたしました。

(1)本会社分割の目的

　当社は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し、事業を成長

させてきましたが、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、旅行業関連事業への集中を行っており、

宿泊に特化した事業を行うためにVacationsを設立しました。

　Vacations内において、宿泊事業の展開を模索する中、京町家の一棟貸しを中心に京都市内で59の宿泊施設を運営

しているレ・コネクションの宿泊事業に興味を持ち、同社と当社グループの将来に向けた事業拡大と高いシナジー

効果が期待できるものと判断し、宿泊運営事業の一部を承継する会社分割契約締結にいたりました。

(2)本会社分割に係る当事企業の名称および事業の内容

名称
（分割会社）

株式会社レ・コネクション

（承継会社）

株式会社Vacations

所在地
京都府京都市下京区油小路通木津屋

橋下る北不動堂町482番地

東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガー

デンプレイスタワー4F

代表者の役職・氏名 代表取締役 奥田 久雄 代表取締役 細谷 千夏

事業内容
不動産事業、投資・資産運用事業、

M&A事業、宿泊事業等
宿泊施設事業

資本金 2,000万円 1,000万円

設立年月日 2016年４月５日 2022年３月14日

発行済株式数 100株 200株

大株主及び持株比率 奥田久雄 100% 株式会社アドベンチャー 100%

決算期 ３月31日 ６月30日

(3)分割承継日

2022年11月21日

(4)会社分割の法的形式

Vacationsを吸収分割承継会社、レ・コネクションを吸収分割会社とする吸収分割

(5)交付される対価の種類・総額等

本分割に係る対価として、承継会社は分割会社に対して２億円の金銭を交付する予定です。

(6)承継する事業の経営成績（2022年３月期）

分割対象事業(a) 分割会社実績(b) 比率(a／b)

売上高 64,760千円 812,041千円 7.97%

（注）配賦することが困難な本部経費があるため、承継する宿泊事業の売上のみを開示しております。

(7)承継会社が承継する権利義務

宿泊運営に必要な資産、負債、その他の権利義務について分割契約書に定めるものを承継いたします。
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(8)承継する事業部門の概要

レ・コネクションが営む宿泊運営事業において運営する59施設の内、28施設となります。

(9)今後の見通し

本会社分割による当社の連結業績に与える影響は軽微であると判断しております。

　


