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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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)

売上高 EBITDA※ 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 ％ 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 1,093 141.9 571 － 510 276.2 506 286.8 334 281.1
2020年12月期第１四半期 451 － － － 135 － 130 － 87 －
(注) 包括利益 2021年12月期第１四半期 332百万円( 279.7％) 2020年12月期第１四半期 87百万円( －％)

※EBITDA＝営業利益+のれん償却費+減価償却費+株式報酬費用

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

2021年12月期第１四半期 12.33 11.62

2020年12月期第１四半期 3.35 3.08
　

(注）当社は、2019年12月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年12月期第１
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）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 8,782 5,230 59.0

2020年12月期 6,204 4,354 70.0
(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 5,184百万円 2020年12月期 4,344百万円
　

　

　

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

2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年12月期 －

2021年12月期(予想) 0.00 － 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
　　

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 EBITDA※ 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,299 39.5 1,516 － 1,108 0.1 1,101 △0.3 713 △5.3 26.96
(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 ： 有

　 (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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（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) 2021年12月期１Ｑ 27,382,102株 2020年12月期 26,962,600株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 112株 2020年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 27,099,306株 2020年12月期１Ｑ 26,200,775株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 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１四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見られるものの、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、企業活動のDX化の進展により、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）の利用企業（DP）数・キャンペーン数が堅調に増加いたしました。また 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幅広い業界で導入が進みました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,093,350千円（前年同期比141.9％増）、売上総利益は

949,870千円（前年同期比132.5％増）、営業利益は510,382千円（前年同期比276.2％増）、経常利益は506,242千円、

（前年同期比286.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は334,083千円（前年同期比281.1％増）となりました。

また、『giftee』サービスの会員数は168万人（前年同期比25万人増）、『giftee for Business』の利用企業（DP)数

は509社(前年同期比139社増）、『eGift System』サービスの利用企業（CP)数は157社（前年同期比62社増）となりまし

た。

当第１四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１四半期連結累計期間における売上高は1,093,350千円（前年同期比141.9％増）となりました。これは主に

『giftee for Business』サービスの売上が、大幅に伸張したことに加え、『地域通貨』サービスにおいて、Go To ト

ラベルキャンペーンおよび地方自治体の経済支援策に係る売上が増加したことによるものです。

（売上原価、売上総利益）

当第１四半期連結累計期間における売上原価は143,479千円となりました。これは、主に『eGift System』の導入企

業増加に伴う売上高拡大により保守原価、減価償却費が増加したことによるものです。その結果、当第１四半期連結累

計期間の売上総利益は949,870千円（前年同期比132.5％増）となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

当第１四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は439,488千円となりました。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１四

半期連結累計期間の営業利益は510,382千円（前年同期比276.2％増）となりました。

（営業外収益、営業外費用、経常利益）

当第１四半期連結累計期間において、営業外収益は2,356千円となりました。また、営業外費用は6,496千円となりま

した。これは、主に借入に伴う金融機関への手数料6,087千円によるものです。

この結果、当第１四半期連結累計期間の経常利益は506,242千円（前年同期比286.8％増）となりました。

（親会社株主に帰属する四半期純利益）

当第１四半期連結累計期間において、法人税、住民税及び事業税164,615千円、法人税等調整額7,543千円を計上した

結果、当第１四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334,083千円（前年同期比281.1％増）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１四半期連結会計期間末における総資産は8,782,414千円となり、前連結会計年度末に比べ2,578,337千円増加い

たしました。

流動資産は4,663,202千円となりました。主な内訳は、現金及び預金3,330,063千円、受取手形及び売掛金884,346千円

であります。

固定資産は4,119,211千円となりました。主な内訳は、ソウ・エクスペリエンス株式会社取得によるのれん1,826,387

千円、投資有価証券1,567,105千円、敷金及び保証金259,495千円、ソフトウェア仮勘定99,915千円、ソフトウェア

222,195千円であります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は3,552,123千円となり、前連結会計年度末に比べ1,702,993千円増加

いたしました。

流動負債は2,205,995千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金647,796千円、未払金206,621千円でありま

す。

固定負債は1,346,127千円となりました。主な内訳は長期借入金1,318,327千円、資産除去債務25,989千円でありま

す。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は5,230,291千円となり、前連結会計年度末に比べ875,343千円増加

いたしました。これは主にソウ・エクスペリエンス株式会社の連結子会社化、新株予約権行使に伴い資本金が254,103

千円、資本剰余金が254,103千円増加、四半期純利益の計上により利益剰余金が334,083千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

　当第１四半期連結累計期間における業績は、想定に対し大きな乖離が見られないことから、連結業績予想は据え置き、

修正を行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の事業への影響については、引き続き注視してまいります。
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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
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,270,964 3,330,063

受取手形及び売掛金 1,385,159 884,346

たな卸資産 8,360 34,292

その他 355,621 414,500

流動資産合計 5,020,106 4,663,202

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 24,344 31,049

工具、器具及び備品（純額） 5,270 5,300

有形固定資産合計 29,615 36,350

無形固定資産

ソフトウエア 216,173 222,195

ソフトウエア仮勘定 87,790 99,915

のれん － 1,826,387

その他 1,244 1,504

無形固定資産合計 305,208 2,150,001

投資その他の資産

投資有価証券 587,694 1,567,105

敷金及び保証金 147,649 259,495

繰延税金資産 113,802 106,259

投資その他の資産合計 849,146 1,932,859

固定資産合計 1,183,970 4,119,211

資産合計 6,204,077 8,782,414
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 737,920 647,796

未払金 308,965 206,621

未払費用 88,892 91,088

未払法人税等 351,937 178,262

1年内返済予定の長期借入金 － 198,814

その他 347,014 883,412

流動負債合計 1,834,729 2,205,995

固定負債

長期借入金 － 1,318,327

資産除去債務 14,400 25,989

その他 － 1,810

固定負債合計 14,400 1,346,127

負債合計 1,849,129 3,552,123

純資産の部

株主資本

資本金 1,567,804 1,821,907

資本剰余金 1,554,804 1,808,907

利益剰余金 1,228,147 1,562,230

自己株式 － △435

株主資本合計 4,350,755 5,192,609

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △6,510 △8,062

その他の包括利益累計額合計 △6,510 △8,062

新株予約権 10,703 45,744

純資産合計 4,354,947 5,230,291

負債純資産合計 6,204,077 8,782,414
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

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

売上高 451,894 1,093,350

売上原価 43,414 143,479

売上総利益 408,479 949,870

販売費及び一般管理費 272,797 439,488

営業利益 135,682 510,382

営業外収益

受取利息 12 162

為替差益 － 1,939

受取手数料 175 130

その他 65 123

営業外収益合計 253 2,356

営業外費用

支払利息 － 409

為替差損 5,039 －

支払手数料 － 6,087

その他 17 －

営業外費用合計 5,057 6,496

経常利益 130,878 506,242

税金等調整前四半期純利益 130,878 506,242

法人税、住民税及び事業税 33,103 164,615

法人税等調整額 10,103 7,543

法人税等合計 43,207 172,159

四半期純利益 87,671 334,083

親会社株主に帰属する四半期純利益 87,671 334,083

　



株式会社ギフティ(4449) 2021年12月期 第１四半期決算短信

7

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)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

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

四半期純利益 87,671 334,083

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △84 △1,552

その他の包括利益合計 △84 △1,552

四半期包括利益 87,586 332,531

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 87,586 332,531
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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）

　 前第１四半期連結累計期間（自 2020年１月１日　至 2020年３月31日）

１．配当金支払額

　 該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　 該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　 該当事項はありません。

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

１．配当金支払額

　 該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　 該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

　 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。

（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。

　


