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プレスリリース案件の進捗状況に関するご報告 

 

One Asiaのビジョンをかかげ、ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日

旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業と投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業を手掛

ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コー

ド：6191、以下当社）は、３月14日時点において進捗がありました主な案件の状況について、

以下の通りご報告いたします。 

 

■各案件の進捗状況 

① 企業情報 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年2月14日 

【2022年9月期第１四半期決算発表】

連結取扱高107億円（前年同期比10

4%）、連結売上高43.5億円（前年同期

比66%）、営業利益9.4億円（前年同期

比123%）、第１四半期では過去最高の

営業利益を達成。 

2023年2月14日に、当社第17期202

7年9月期第1四半期決算発表をお

知らせいたしました。【2023年9月

期第１四半期決算発表】連結取扱

高182億円（前年同期比170%）、連

結売上高50.3億円（前年同期比15

9%）、営業利益5.79億円（前年同期

比61%）、前期の一時的な要因を除

外した実質営業利益は増益で推移

し、前年同期比で実質増収増益を

達成。期首業績予想に対して好調

な滑り出しで発進。 

引き続き、エアトリグループは終

わりなき成長を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 



 
② エアトリ旅行事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2018年5月25日 

エアトリに「新幹線」「レンタカー」

「ホテル」「高級旅館」「アクティビテ

ィ」「国内ツアー」「海外航空券+ホテ

ル」サービスを追加いたしました。 

2023年2月3日にお知らせいたし

ました通り、当社らが運営する総

合旅行プラットフォーム「エアト

リ」（https://www.airtrip.jp/）

の国内ホテルにて、株式会社名鉄

ホテルホールディングス（本社：

愛知県名古屋市、代表取締役社

長：岩瀬正明）（https://mh-hd.

com/）傘下のホテルとの連携を開

始いたしました。 

2023年2月8日にお知らせいたし

ました通り、当社の子会社である

エアトリインターナショナル（本

社：東京都港区、代表取締役社長

 兼 CFO：柴田 裕亮）にて、株式

会社ハンチャオ（本社：ソウル特

別市、代表者：朴 海信）が運営

する韓国観光情報サイト「KONES

T」（https://www.konest.com/）

に海外航空券サービスの提供を

開始いたしました。 

2023年3月７日 

エアトリが3月9日(木)〜12日(日)に

開催される「明治安田生命レディス 

ヨコハマタイヤゴルフトーナメント」

に協賛！TV-CM放映・会場内看板にエ

アトリロゴを掲出！ 

2023年3月9日（木）〜3月12日（日）

に土佐カントリークラブにて開

催される「明治安田生命レディス

 ヨコハマタイヤゴルフトーナメ

ント」に協賛し、TV-CM放映、会

場内の看板にエアトリロゴを掲

出いたしました。また、エアトリ

会員向けに、20組40名様観戦チケ

ットプレゼントキャンペーンも

実施いたしました。 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2023年3月1日 業績予想の修正に関するお知らせ 

当社は、最近の業績動向を踏まえ、

2022年11月14日に公表した2023年

９月期(2022年10月１日～2023年

９月30日)の通期の連結業績予想

を、2023年3月1日に再度上方修正

いたしました。売上収益を前回発

表時の170億円から、190億円へ、

営業利益を前回発表時の10億円か

ら、16億円へ修正いたしました。 

https://www.airtrip.jp/
https://mh-hd.com/
https://mh-hd.com/
https://www.konest.com/


③ 投資事業（エアトリCVC） 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年5月31日 

超高速CMS実行環境「KUSANAGI」を開

発・提供するプライム・ストラテジー

株式会社と資本業務提携 

2023年2月22日にお知らせいたし

ました通り、出資先であるプライ

ム・ストラテジー株式会社（本社：

東京都千代田区、代表取締役：中

村 けん牛、証券コード：5250）

が、東証スタンダードへ新規上場

されました。また、SDGsの取り組

みおよび社会貢献として投資先

がIPOする毎に、経済的事情・環

境的な事由により、スポーツに取

り組むことが難しい子どもたち

へ、一人でも多くの子どもたちに

スポーツが出来る環境・サービス

を提供する一般社団法人 日本未

来スポーツ 振興協会（本部：神

奈川県横浜市、代表理事：小川 

健太）へ今回も寄付をさせていた

だきました。 

2016年9月30日 
新事業開始のお知らせ ～企業価値向

上を目指し、投資事業を開始～ 

2023年2月3日にお知らせいたし

ました通り、フードデリバリーの

一括検索アプリ「done!」を展開

する株式会社いえメシ（本社：東

京都港区、代表取締役：高田 真

彰）と資本業務提携いたしまし

た。 

2023年2月28日にお知らせいたし

ました通り、累計会員数100万人

を突破した本の要約サービス「f

lier」を運営する株式会社フライ

ヤー（本社：東京都千代田区、代

表取締役：大賀 康史）と資本提

携いたしました。 

2023年2月28日にお知らせいたし

ました通り、WEBプロモーション

分野において、多角的なソリュー

ションを提供し、企業の価値と利

益の最大化に貢献するバリュー

クリエーション株式会社（本社：

東京都渋谷区、代表取締役：新谷

 晃人）と資本業務提携いたしま

した。 



 

④ 地方創生事業 

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2022年9月29日 

投資先のサブスクリプションファク

トリー株式会社からHRテック事業譲

受及び地方創生事業開始のお知らせ

～観光テック事業×HRテック事業に

て地方創生事業を開始～ 

2023年３月３日にお知らせいた

しました通り、エアトリの子会社

の地方創生事業を展開する株式

会社エヌズ・エンタープライズ

（本社：東京都港区、代表取締役

社長 兼CEO：秋山 匡秀）は、大

分県日出町(ひじまち)と連携し、

現地の観光や魅力・体験ツアーを

PR発信するべく、ワーケーション

体験型のモニターツアーの企画

募集を開始いたしました。 

 

■撤退を決定した案件 

本日時点において、撤退を決定した案件はありません。今後、当社の事業戦略上において撤

退を決定した案件が発生する場合には、他案件の進捗状況のご報告とともにお知らせいたしま

す。  

 

今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発

展に邁進してまいります。 

 

 

【株式会社エアトリ】 

本社  ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F 

社名  ：株式会社エアトリ 

代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮 

資本金：1,574,640千円（払込資本3,476,427千円） 

ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/  

 

【エアトリ公式SNS】 

Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp   

Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr   

Twitter：https://twitter.com/airtrip_pr   

プレスリリース日 案件 進捗状況 

2016年9月30日 
新事業開始のお知らせ ～企業価値向

上を目指し、投資事業を開始～ 

202 2023年３月８日にお知らせいた

しました通り、クラウド型採用管

理システム「採用一括かんりく

ん」を運営するHRクラウド株式会

社（本社：東京都千代田区、代表

取締役社長：中島 悠揮）と資本

業務提携いたしました。 

https://www.airtrip.co.jp/
https://www.facebook.com/airtrip.co.jp
https://www.facebook.com/airtrippr
https://twitter.com/airtrip_pr


【当社事業別会社・サービスサイト】 

■エアトリ旅行事業 

エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/ 

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/   

■ITオフショア開発事業 

ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/ 

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/ 

EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/ 

■訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業 

訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/ 

株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/ 

Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/ 

訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en 

■メディア事業 

メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/lifeinnovation/ 

株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/ 

メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/ 

■投資事業（エアトリCVC） 

投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/ 

■地方創生事業 

地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/ 

パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/ 

シフト作成・管理システム「シフオプ」：https://www.shifop.jp/ 

勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/ 

 

【当社IRサイト】 

https://www.airtrip.co.jp/ir/                
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