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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６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 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２四半期 1,848 125.6 601 － 426 128.2 421 131.4 242 103.0

2020年12月期第２四半期 819 △6.3 － － 186 △39.3 181 △40.9 119 △43.1
(注)包括利益 2021年12月期第２四半期 239百万円( 105.7％) 2020年12月期第２四半期 116百万円( △44.2％)

　

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２四半期 8.88 8.41

2020年12月期第２四半期 4.55 4.18
　

　

（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２四半期 8,623 5,224 59.5

2020年12月期 6,204 4,354 70.0
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 5,133百万円 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 － 0.00

2021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
　　

　

３．2021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） ―
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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２Ｑ 27,450,102株 2020年12月期 26,962,600株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 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２Ｑ 27,260,064株 2020年12月期２Ｑ 26,246,413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P４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２四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、一部で弱さが増しており、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２四半期連結累計期間における売上高は1,848,758千円（前年同期比125.6％増）、売上総利益は

1,573,913千円（前年同期比115.7％増）、営業利益は426,002千円（前年同期比128.2％増）、経常利益は421,133千円

（前年同期比131.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は242,147千円（前年同期比103.0％増）となりました。

また、『giftee』サービスの会員数は173万人（前年同期比24万人増）、『giftee for Business』の利用企業（DP)数

は682社(前年同期比187社増）、『eGift System』サービスの利用企業（CP)数は170社（前年同期比68社増）となりまし

た。

当第２四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２四半期連結累計期間における売上高は1,848,758千円（前年同期比125.6％増）となりました。これは主に

『giftee for Business』サービスの売上が、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

ルキャンペーン及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２四半期連結累計期間における売上原価は274,844千円となりました。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２四半期連

結累計期間の売上総利益は1,573,913千円（前年同期比115.7％増）となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

　当第２四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は1,147,911千円となりました。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等によるものです。その結果、

当第２四半期連結累計期間の営業利益は426,002千円（前年同期比128.2％増）となりました。

（営業外収益、営業外費用、経常利益）

　当第２四半期連結累計期間において、営業外収益は3,974千円となりました。また、営業外費用は8,843千円となり

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２四半期連結累計期間の経常利益は421,133千円（前年同期比131.4％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２四半期連結累計期間において、法人税、住民税及び事業税144,967千円、法人税等調整額34,514千円を計上

した結果、当第２四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242,147千円（前年同期比103.0％増）

となりました
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債および資本の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は8,623,101千円となり、前連結会計年度末に比べ2,419,024千円

増加いたしました。

流動資産は3,647,985千円となりました。主な内訳は、現金及び預金2,382,148千円、受取手形及び売掛金

694,709千円であります。

固定資産は4,975,116千円となりました。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

1,780,727千円、投資有価証券2,231,285千円、敷金及び保証金255,846千円、ソフトウェア252,514千円、ソフ

トウェア仮勘定114,369千円であります。

　 （負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は3,398,612千円となり、前連結会計年度末に比べ1,549,482千

円増加いたしました。

流動負債は2,029,342千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金532,983千円、未払金233,148千円

であります。

固定負債は1,369,269千円となりました。主な内訳はソウ・エクスペリエンス株式会社の取得資金として調達

した長期借入金1,281,364千円、資産除去債務86,094千円であります。

　 （純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は5,224,489千円となり、前連結会計年度末に比べ869,541千

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に伴う新株発行、新株予約

権行使に伴い資本金が274,478千円、資本剰余金が274,478千円増加、親会社株主に帰属する四半期純利益の計

上により利益剰余金が242,147千円増加したことによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,382,148千円となり、前連結

会計年度末に比べ888,816千円減少いたしました。当第２四半期連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と

それらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得た資金は462,257千円（前年同期は142,116千円の獲得）となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益421,133千円、売上債権の減少額775,052千円であり、支出の主

な内訳は、仕入債務の減少額273,062千円、法人税等の支払額324,408千円等であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は2,857,641千円（前年同期は487,148千円の使用）となりました。

支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出1,642,041千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出868,205千円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得た資金は1,507,824千円（前年同期は29,890千円の獲得）となりました。

収入の内訳は、長期借入れによる収入1,478,500千円、株式の発行による収入79,545千円であります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第２四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２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,270,964 2,382,148

受取手形及び売掛金 1,385,159 694,709

たな卸資産 8,360 33,525

その他 355,621 537,602

流動資産合計 5,020,106 3,647,985

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 24,344 207,064

工具、器具及び備品（純額） 5,270 52,077

有形固定資産合計 29,615 259,142

無形固定資産

ソフトウエア 216,173 252,514

ソフトウエア仮勘定 87,790 114,369

のれん － 1,780,727

その他 1,244 1,941

無形固定資産合計 305,208 2,149,553

投資その他の資産

投資有価証券 587,694 2,231,285

敷金及び保証金 147,649 255,846

繰延税金資産 113,802 79,288

投資その他の資産合計 849,146 2,566,420

固定資産合計 1,183,970 4,975,116

資産合計 6,204,077 8,623,101
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 737,920 532,983

未払金 308,965 233,148

未払費用 88,892 82,988

未払法人税等 351,937 166,413

1年内返済予定の長期借入金 － 198,313

その他 347,014 815,496

流動負債合計 1,834,729 2,029,342

固定負債

長期借入金 － 1,281,364

資産除去債務 14,400 86,094

その他 － 1,810

固定負債合計 14,400 1,369,269

負債合計 1,849,129 3,398,612

純資産の部

株主資本

資本金 1,567,804 1,842,282

資本剰余金 1,554,804 1,829,282

利益剰余金 1,228,147 1,470,294

自己株式 － △435

株主資本合計 4,350,755 5,141,423

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △6,510 △8,282

その他の包括利益累計額合計 △6,510 △8,282

新株予約権 10,703 85,568

非支配株主持分 － 5,779

純資産合計 4,354,947 5,224,489

負債純資産合計 6,204,077 8,623,101
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 819,524 1,848,758

売上原価 89,958 274,844

売上総利益 729,566 1,573,913

販売費及び一般管理費 542,901 1,147,911

営業利益 186,665 426,002

営業外収益

受取利息 12 602

為替差益 － 98

受取手数料 215 303

助成金収入 － 2,856

その他 97 112

営業外収益合計 325 3,974

営業外費用

支払利息 － 2,755

為替差損 4,977 －

支払手数料 － 6,087

その他 17 0

営業外費用合計 4,995 8,843

経常利益 181,995 421,133

税金等調整前四半期純利益 181,995 421,133

法人税、住民税及び事業税 49,598 144,967

法人税等調整額 13,096 34,514

法人税等合計 62,695 179,481

四半期純利益 119,300 241,651

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △495

親会社株主に帰属する四半期純利益 119,300 242,147
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 119,300 241,651

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △2,679 △1,772

その他の包括利益合計 △2,679 △1,772

四半期包括利益 116,621 239,879

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,621 240,375

非支配株主に係る四半期包括利益 － △495
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 181,995 421,133

減価償却費 15,231 54,905

株式報酬費用 － 74,865

のれん償却額 － 45,659

受取利息及び受取配当金 △12 △602

支払利息 － 2,755

為替差損益（△は益） 4,977 △98

売上債権の増減額（△は増加） 237,921 775,052

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,491 3,569

仕入債務の増減額（△は減少） △196,346 △273,062

未払金の増減額（△は減少） △25,173 △98,996

未払費用の増減額（△は減少） 5,415 △11,177

前受金の増減額（△は減少） 35,943 12,880

預り金の増減額（△は減少） 22,924 19,456

その他 △39,794 △237,432

小計 247,572 788,910

利息及び配当金の受取額 10 511

利息の支払額 － △2,755

法人税等の支払額 △105,467 △324,408

営業活動によるキャッシュ・フロー 142,116 462,257

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 △144 △176,557

無形固定資産の取得による支出 △112,703 △81,715

投資有価証券の取得による支出 △374,005 △1,642,041

敷金及び保証金の差入による支出 △294 △92,264

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △868,205

その他 － 3,143

投資活動によるキャッシュ・フロー △487,148 △2,857,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 1,478,500

長期借入金の返済による支出 － △49,785

株式の発行による収入 29,890 79,545

その他 － △435

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,890 1,507,824

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,018 △1,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322,160 △888,816

現金及び現金同等物の期首残高 3,182,404 3,270,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,860,243 2,382,148
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（４）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２四半期連結累計期間（自 2020年１月１日　至 2020年６月30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２四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２四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２四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021年６月30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２四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２四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。
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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。

　


