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(百万円未満切捨て)

１．2020年12月期第３四半期の連結業績（2020年１月１日～2020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)

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 ％

2020年12月期第３四半期 1,304 △1.4 272 △37.0 268 △36.1 175 △38.4

2019年12月期第３四半期 1,323 － 432 － 420 － 284 －
(注) 包括利益 2020年12月期第３四半期 173百万円( △39.1％) 2019年12月期第３四半期 284百万円( －％)
　

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

2020年12月期第３四半期 6.65 6.14
2019年12月期第３四半期 11.84 10.51

　

(注）１.当社は、2018年12月期第３四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、2019年12月期第３
四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

　 ２.2019年１月３日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を
算定しております。

３.当社は、2019年9月20日付で東京証券取引所マザーズに上場したため、2019年12月期第３四半期連結累計期
間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、新規上場日から2019年12月期第３四半期連結累計期間の末
日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年12月期第３四半期 4,389 3,738 85.2

2019年12月期 4,352 3,532 81.2
(参考) 自己資本 2020年12月期第３四半期 3,738百万円 2019年12月期 3,532百万円
　

　

　

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

2019年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2020年12月期 － 0.00 －

2020年12月期(予想) 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12月31日）
連結業績予想に関する序文

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,583 46.2 1,041 93.5 1,041 99.1 722 87.8 29.59
(注) １.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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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 ： 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

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）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) 2020年12月期３Ｑ 26,620,600株 2019年12月期 26,163,600株

② 期末自己株式数 2020年12月期３Ｑ －株 2019年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期３Ｑ 26,365,446株 2019年12月期３Ｑ 24,066,164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、当社が現在入手している情報及び合理的と判断す
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
様々な要因によって異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意
事項等については、添付資料P３の「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

当社グループは「eギフトプラットフォーム事業」のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略し

ております。

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の影響により、依然として厳しい状

況となりました。経済活動は持ち直しの動きがみられるものの、経済の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループは、スマートフォン等のオンライン上で送付・使用することができるeギフトの生成・流通・販売を行

っております。我が国におけるスマートフォンの保有比率が高まる中で、個人・法人・自治体等の間におけるスマー

トフォン上でのコミュニケーション頻度が増加しており、そのツールとしてのeギフトの需要が拡大しております。

このような環境の中、eギフトをマーケティング等に利用する法人に向けたeギフト販売（『giftee for Business』

サービス）において、新型コロナウイルス感染症の影響により一部延期となっていた法人キャンペーン再開の傾向が

見られ、また、『地域通貨』サービスにおいて、地域で発行・利用可能な商品券を電子化し流通させるソリューショ

ン「Welcome ! STAMP」の採用が増加しました。加えて、当社グループの提供するeギフト生成システム『eGift

System』の導入企業についても着実に増加しました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,304,925千円（前年同期比1.4％減）、売上総利益は

1,149,604千円（前年同期比3.0％減）、営業利益は272,658千円（前年同期比37.0％減）、経常利益は268,953千円

（前年同期比36.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は175,371千円（前年同期比38.4％減）となりまし

た。

また、『giftee』サービスの会員数は156万人、『giftee for Business』の利用企業数は632社、『eGift System』

サービスの利用企業数は116社となりました。

当第３四半期連結累計期間における経営成績の詳細は次のとおりであります。

（売上高）

当第３四半期連結累計期間における売上高は1,304,925千円（前年同期比1.4％減）となりました。これは、主に当

社グループの提供するeギフト生成システム『eGift System』の導入企業が着実に増加すると共に、eギフトをマーケ

ティング等に利用する法人に向けた『giftee for Business』サービスの取引が増加したものの、新型コロナウイル

ス感染症による外出自粛の影響により、キャンペーン実施を延期する企業があったことによるものです。

（売上原価、売上総利益）

当第３四半期連結累計期間における売上原価は155,320千円となりました。これは社内システム強化により減価償却

費が増加したものの、受託開発による開発原価が減少したことによるものです。その結果、当第３四半期連結累計期

間の売上総利益は1,149,604千円（前年同期比3.0％減）となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

当第３四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は876,946千円となりました。これは、主に事業拡大に伴

い積極的に採用した人材に係る人件費の増加、サーバー費用等の支払手数料増加によるものです。その結果、当第３

四半期連結累計期間の営業利益は272,658千円（前年同期比37.0％減）となりました。

（営業外収益、営業外費用、経常利益）

当第３四半期連結累計期間において、営業外収益は755千円となりました。また、営業外費用は4,459千円となりま

した。これは、主に為替差損4,441千円によるものです。

この結果、当第３四半期連結累計期間の経常利益は268,953千円（前年同期比36.1％減）となりました。

（親会社株主に帰属する四半期純利益）

当第３四半期連結累計期間において、法人税、住民税及び事業税77,597千円、法人税等調整額15,983千円を計上し

た結果、当第３四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益は175,371千円（前年同期比38.4％減）と

なりました。
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（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4,389,738千円となり、前連結会計年度末に比べ37,537千円増

加いたしました。

流動資産は3,544,210千円となりました。主な内訳は、現金及び預金2,661,907千円、受取手形及び売掛金

482,579千円であります。

固定資産は845,528千円となりました。主な内訳は、投資有価証券373,984千円、敷金及び保証金69,458千円、

ソフトウェア仮勘定172,665千円、ソフトウェア152,687千円であります。

　 （負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は650,924千円となり、前連結会計年度末に比べ169,048千円減

少いたしました。

流動負債は636,651千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金295,938千円、未払費用71,695千円で

あります。

固定負債は14,273千円となりました。内訳は資産除去債務14,273千円であります。

　 （純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は3,738,813千円となり、前連結会計年度末に比べ206,586千

円増加いたしました。これは主に利益剰余金が175,371千円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想については、2020年10月１日付「電子媒体クーポンに係る業務委託契約の締結に関するお知らせ」に

て公表いたしましたとおり、GoToトラベル電子クーポン発行・受け取り管理システムの提供に係る売上計上を当期第4

四半期に予定していること、また、新型コロナウイルス感染症の影響により延期となっていた法人キャンペーンが再開

傾向にあること、加えて、地方自治体の経済支援策等における当社ソリューション採用が増加していることから、2020

年２月14日に公表した連結業績予想に変更はございません。

コロナウイルス感染症の動向については引き続き注視し、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせ

いたします。
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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

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,182,404 2,661,907

受取手形及び売掛金 581,295 482,579

たな卸資産 28,647 47,741

その他 247,684 351,982

流動資産合計 4,040,031 3,544,210

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 40,207 34,708

工具、器具及び備品（純額） 9,055 7,251

有形固定資産合計 49,263 41,959

無形固定資産

ソフトウエア 52,083 152,687

ソフトウエア仮勘定 97,318 172,665

その他 544 1,130

無形固定資産合計 149,946 326,483

投資その他の資産

投資有価証券 － 373,984

敷金及び保証金 63,333 69,458

繰延税金資産 49,626 33,642

投資その他の資産合計 112,959 477,085

固定資産合計 312,169 845,528

資産合計 4,352,200 4,389,738
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 440,071 295,938

未払金 66,965 79,422

未払費用 52,502 71,695

未払法人税等 127,122 15,576

その他 119,104 174,018

流動負債合計 805,766 636,651

固定負債

資産除去債務 14,207 14,273

固定負債合計 14,207 14,273

負債合計 819,973 650,924

純資産の部

株主資本

資本金 1,536,199 1,552,894

資本剰余金 1,523,199 1,539,894

利益剰余金 475,295 650,667

株主資本合計 3,534,693 3,743,455

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △2,465 △4,641

その他の包括利益累計額合計 △2,465 △4,641

純資産合計 3,532,227 3,738,813

負債純資産合計 4,352,200 4,389,738
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（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

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 1,323,523 1,304,925

売上原価 138,430 155,320

売上総利益 1,185,092 1,149,604

販売費及び一般管理費 752,587 876,946

営業利益 432,505 272,658

営業外収益

受取利息 12 27

受取手数料 300 468

受取報奨金 277 －

その他 180 258

営業外収益合計 771 755

営業外費用

株式交付費 12,262 －

為替差損 158 4,441

その他 0 17

営業外費用合計 12,421 4,459

経常利益 420,855 268,953

税金等調整前四半期純利益 420,855 268,953

法人税、住民税及び事業税 137,207 77,597

法人税等調整額 △1,194 15,983

法人税等合計 136,013 93,581

四半期純利益 284,841 175,371

親会社株主に帰属する四半期純利益 284,841 175,371
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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)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 284,841 175,371

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △643 △2,175

その他の包括利益合計 △643 △2,175

四半期包括利益 284,198 173,196

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 284,198 173,196
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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。

（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】

当社グループの事業セグメントは、eギフトプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情

報の記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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３．その他

該当事項はありません。

　


