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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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 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３四半期 2,634 101.9 618 － 331 21.7 311 15.8 131 △24.8

2020年12月期第３四半期 1,304 △1.4 － － 272 △37.0 268 △36.1 175 △38.4
(注) 包括利益 2021年12月期第３四半期 130百万円( △24.8％) 2020年12月期第３四半期 173百万円( △39.1％)
　

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３四半期 4.83 4.58
2020年12月期第３四半期 6.65 6.14

　

　

（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３四半期 8,257 5,163 61.0

2020年12月期 6,204 4,354 70.0
(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 5,038百万円 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）
連結業績予想に関する序文

(％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 3,644 18.2 738 － 326 △70.5 311 △71.8 171 △77.2 6.27
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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
　

　

（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３Ｑ 27,465,102株 2020年12月期 26,962,600株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 142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３Ｑ 27,326,988株 2020年12月期３Ｑ 26,365,446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。ワクチン接種の進展で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・キャンペーン数は着実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堅調に導入が進みました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は2,634,761千円（前年同期比101.9％増）、売上総利益は

2,228,337千円（前年同期比93.8％増）、営業利益は331,788千円（前年同期比21.7％増）、経常利益は311,318千円

（前年同期比15.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は131,920千円（前年同期比24.8％減）となりました。

また、『giftee』サービスの会員数は178万人（前年同期比22万人増）、『giftee for Business』の利用企業（DP)

数は868社(前年同期比236社増）、『eGift System』サービスの利用企業（CP)数は176社（前年同期比60社増）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2,634,761千円（前年同期比101.9％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３四半期連結累計期間における売上原価は406,423千円となりました。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３四

半期連結累計期間の売上総利益は2,228,337千円（前年同期比93.8％増）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1,896,548千円となりました。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３四半期連結累計期間の営業利益は331,788千円（前年同期比21.7％増）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9,889千円となりました。また、営業外費用は30,359千円と

なりました。これは、主に投資事業組合運用損19,195千円によるものです。

この結果、当第３四半期連結累計期間の経常利益は311,318千円（前年同期比15.8％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118,487千円、法人税等調整額62,294千円を計

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131,920千円（前年同期比24.8％

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8,257,679千円となり、前連結会計年度末に比べ2,053,602千円増

加いたしました。

流動資産は3,171,665千円となりました。主な内訳は、現金及び預金1,653,598千円、受取手形及び売掛金821,261

千円であります。

固定資産は5,086,014千円となりました。主な内訳は、投資有価証券2,451,178千円、ソウ・エクスペリエンス株

式会社取得によるのれん1,735,067千円、ソフトウェア272,789千円、敷金及び保証金203,128千円、ソフトウェア仮

勘定123,965千円であります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は3,093,756千円となり、前連結会計年度末に比べ1,244,626千円

増加いたしました。

流動負債は1,776,164千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金572,641千円、未払金169,926千円であ

ります。

固定負債は1,317,591千円となりました。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1,244,401千円、資産除去債務71,510千円であります。

（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5,163,923千円となり、前連結会計年度末に比べ808,975千円

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281,440千円、資本剰余金が281,440千円増加、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131,920千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

2021年2月12日に公表しました2021年12月期の通期業績予想を修正しております。

詳細については、本日（2021年11月12日）公表しております「業績予想修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。
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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３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,270,964 1,653,598

受取手形及び売掛金 1,385,159 821,261

たな卸資産 8,360 49,879

未収還付法人税等 － 100,728

その他 355,621 546,198

流動資産合計 5,020,106 3,171,665

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 24,344 198,837

工具、器具及び備品（純額） 5,270 47,788

有形固定資産合計 29,615 246,625

無形固定資産

ソフトウエア 216,173 272,789

ソフトウエア仮勘定 87,790 123,965

のれん － 1,735,067

その他 1,244 1,882

無形固定資産合計 305,208 2,133,704

投資その他の資産

投資有価証券 587,694 2,451,178

敷金及び保証金 147,649 203,128

繰延税金資産 113,802 51,377

投資その他の資産合計 849,146 2,705,684

固定資産合計 1,183,970 5,086,014

資産合計 6,204,077 8,257,679

　



株式会社ギフティ(4449) 2021年12月期 第３四半期決算短信

5

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 737,920 572,641

未払金 308,965 169,926

未払費用 88,892 85,512

未払法人税等 351,937 724

1年内返済予定の長期借入金 － 157,852

その他 347,014 789,507

流動負債合計 1,834,729 1,776,164

固定負債

長期借入金 － 1,244,401

資産除去債務 14,400 71,510

その他 － 1,680

固定負債合計 14,400 1,317,591

負債合計 1,849,129 3,093,756

純資産の部

株主資本

資本金 1,567,804 1,849,244

資本剰余金 1,554,804 1,836,244

利益剰余金 1,228,147 1,360,067

自己株式 － △539

株主資本合計 4,350,755 5,045,017

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △6,510 △6,849

その他の包括利益累計額合計 △6,510 △6,849

新株予約権 10,703 120,864

非支配株主持分 － 4,891

純資産合計 4,354,947 5,163,923

負債純資産合計 6,204,077 8,257,679
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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 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 1,304,925 2,634,761

売上原価 155,320 406,423

売上総利益 1,149,604 2,228,337

販売費及び一般管理費 876,946 1,896,548

営業利益 272,658 331,788

営業外収益

受取利息 27 1,047

為替差益 － 435

受取手数料 468 421

助成金収入 － 7,711

その他 258 272

営業外収益合計 755 9,889

営業外費用

支払利息 － 5,075

投資事業組合運用損 － 19,195

為替差損 4,441 －

支払手数料 － 6,087

その他 17 1

営業外費用合計 4,459 30,359

経常利益 268,953 311,318

税金等調整前四半期純利益 268,953 311,318

法人税、住民税及び事業税 77,597 118,487

法人税等調整額 15,983 62,294

法人税等合計 93,581 180,781

四半期純利益 175,371 130,536

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △1,383

親会社株主に帰属する四半期純利益 175,371 131,920
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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 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 175,371 130,536

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △2,175 △339

その他の包括利益合計 △2,175 △339

四半期包括利益 173,196 130,197

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 173,196 131,580

非支配株主に係る四半期包括利益 － △1,383
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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３四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年９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３四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３四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３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年９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３四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３四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。

　


