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(百万円未満切捨て)
１．2021年12月期の連結業績（2021年１月１日～2021年12月31日）
（１）連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期 3,725 20.9 713 － 308 △72.1 248 △77.5 150 △80.0

2020年12月期 3,082 74.4 － － 1,106 105.7 1,103 111.0 752 95.7
(注) 包括利益 2021年12月期 158百万円( △78.9％) 2020年12月期 748百万円( 94.8％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年12月期 5.49 5.20 2.5 2.0 8.3

2020年12月期 28.47 26.33 19.1 20.9 35.9
(参考) 持分法投資損益 2021年12月期 －百万円 2020年12月期 －百万円
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年12月期 18,945 7,787 40.3 265.13

2020年12月期 6,204 4,354 70.0 161.12
(参考) 自己資本 2021年12月期 7,627百万円 2020年12月期 4,344百万円
　　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年12月期 313 △3,520 10,965 11,029

2020年12月期 921 △887 63 3,270
　　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2021年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －
2022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
　

　　



３．2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022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 4,670 25.4 797 11.7 310 0.6 310 24.9 215 43.2 7.49

　※EBITDA＝営業利益+のれん償却費+減価償却費+株式報酬費用+利息費用

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 －社 (社名) 、除外 －社 (社名)
　

（２）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
　　

（３）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 28,767,102株 2020年12月期 26,962,600株

② 期末自己株式数 2021年12月期 142株 2020年12月期 －株

③ 期中平均株式数 2021年12月期 27,426,419株 2020年12月期 26,447,080株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2021年12月期の個別業績（2021年１月１日～2021年12月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期 3,216 4.5 573 △50.2 505 △56.0 391 △50.9

2020年12月期 3,076 74.2 1,151 107.2 1,148 112.4 797 98.3
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2021年12月期 14.29 13.53

2020年12月期 30.17 27.90
　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年12月期 18,264 8,096 43.5 276.03

2020年12月期 6,265 4,426 70.5 163.77

(参考) 自己資本 2021年12月期 7,940百万円 2020年12月期 4,415百万円
　　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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.経営成績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください

　　



株式会社ギフティ(4449) 2021年12月期 決算短信

1

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………２

（１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………２

（２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………３

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………３

（４）今後の見通し ……………………………………………………………………………………４

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………４

３．連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………５

（１）連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………５

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………７

（３）連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………９

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………11

（５）連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………12

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………12

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………12

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………12

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………12

　



株式会社ギフティ(4449) 2021年12月期 決算短信

2

１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

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。

当連結会計年度における我が国経済は、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が継続

しました。経済の先行きは、持ち直しの動きが続くことが期待されますが、不透明な状況が続いております。

当社グループは、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。コ

ロナ禍により、対面でやり取りやコミュニケーションを取ることが難しい環境の中で、個人・法人・自治体等の間

におけるオンライ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SNS等で贈ることができる個人向けの『giftee』サービスの利用が需要の高まり

によって増加しました。また、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

スは、利用企業数、案件数ともに大幅に増加しました。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』の導入企業が着実に増加いたしました。

なお、第１四半期においてソウ・エクスペリエンス株式会社の全株式を取得、第２四半期においてベトナムに合

弁会社であるGiftee Mekong Company Ltd.を設立したことに伴い、それぞれ連結の範囲に含めております。

この結果、当連結会計年度における売上高は3,725,662千円（前年同期比20.9％増）、売上総利益は3,167,965千

円（前年同期比21.3％増）、営業利益は308,623千円（前年同期比72.1％減）、経常利益は248,707千円（前年同期

比77.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は150,501千円（前年同期比80.0％減）となりました。また、

『giftee』サービスの会員数は184万人、『giftee for Business』サービスの利用企業数は1,124社、『eGift

System』サービスの利用企業数は208社、流通額は224億円となりました。

当連結会計年度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）

当連結会計年度における売上高は3,725,662千円（前年同期比20.9％増）となりました。これは、『地域通貨』

サービスにおいてGo To トラベルキャンペーンに係る売上が大幅に減少したものの、他サービスにおける売上が増

加したことに加え、ソウ・エクスペリエンス株式会社の連結子会社化が寄与したことによるものです。

(売上原価、売上総利益）

当連結会計年度における売上原価は557,697千円となりました。これは社内システム強化により減価償却費、保

守原価が増加したものの、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、当連結会計年度の

売上総利益は3,167,965千円（前年同期比21.3％増）となりました。

(販売費及び一般管理費、営業利益）

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は2,859,341千円となりました。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、当連結会

計年度の営業利益は308,623千円（前年同期比72.1％減）となりました。

(営業外収益、営業外費用、経常利益）

当連結会計年度において、営業外収益は15,875千円となりました。また、営業外費用は75,791千円となりまし

た。主な内訳は、株式交付費43,006千円、投資事業組合運用損19,956千円であります。この結果、当連結会計年度

の経常利益は248,707千円（前年同期比77.5％減）となりました。
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(親会社株主に帰属する当期純利益）

当連結会計年度において、法人税、住民税及び事業税95,074千円、法人税等調整額5,658千円を計上した結果、

当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は150,501千円（前年同期比80.0％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末の総資産は、18,945,470千円となり、前連結会計年度末に比べ12,741,392千円増加いたしまし

た。

流動資産は13,323,606千円となりました。主な内訳は、現金及び預金11,029,941千円、受取手形及び売掛金

1,515,208千円であります。

固定資産は5,621,864千円となりました。主な内訳は、投資有価証券2,839,293千円、のれん1,431,530千円、商

標権394,436千円、ソフトウエア290,410千円であります。

(負債)

当連結会計年度末における負債合計は11,157,854千円となり、前連結会計年度末に比べ9,308,725千円増加いた

しました。

流動負債は2,724,177千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金1,189,967千円、未払法人税等525千

円、未払金284,282千円、預り金957,340千円であります。

固定負債は8,433,676千円となりました。主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債7,017,354千円、長期借入金

1,207,438千円であります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産合計は7,787,615千円となり、前連結会計年度末に比べ3,432,667千円増加いた

しました。これは主に、株主資本7,623,623千円であります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は11,029,941千円となり、前連結会計年

度末に比べ7,758,976千円増加いたしました。当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313,859千円（前年同期は921,474千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、税

金等調整前当期純利益248,707千円、仕入債務の増加額384,959千円であり、支出の主な内訳は、前渡金の増加額

196,414千円、売上債権の増加額44,760千円、法人税等の支払額524,269千円等であります。

(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3,520,383千円（前年同期は887,728千円の使用）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2,255,180千円、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10,965,083千円（前年同期は63,210千円の獲得）となりました。収入の内訳は、転換

社債型新株予約権付社債の発行による収入7,017,500千円、株式の発行による収入2,643,794千円であります。
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（４）今後の見通し

　当社グループは、「キモチの循環を促進することで、よりよい関係でつながった社会をつくる」というミッショ

ンのもと、eギフトプラットフォーム事業を展開しております。当社グループは、eギフトをはじめとするサービス

を提供することで、人や企業、街などの、いろんな縁を育みたいと考えています。そして、そうした温度感のある

つながりが世の中に増えていくことが、よりよい関係でつながる社会をつくってくれると信じ取り組んでおりま

す。

　当社グループは、ミッション実現の為に、①個人ユーザーがオンライン上でeギフトを購入することができる

『giftee』サービス、②法人がキャンペーン等での利用を目的にeギフトを購入することができる『giftee for

Business』サービス、③eギフト発行企業（飲食店・小売店等）がeギフトの生成・流通・販売・決済・実績管理を

行うことができるシステム『eGift System』をSaaSで提供する『eGift System』サービス、④地域通貨の電子化ソ

リューションを提供する地域通貨サービス『Welcome! STAMP』、の主に４つのサービスを提供しており、これら全

体を「eギフトプラットフォーム事業」と定義して、eギフトの生成・流通・販売を一気通貫で行っております。

　当社グループは、『eGift System』サービスを通じてeギフトの発行企業へ、『giftee』サービス及び『giftee

for Business』サービスにより、eギフトの利用企業・利用者へサービスを展開しており、その双方の相互作用によ

る利便性向上を喚起し、eギフト市場経済圏を構築しております。eギフトの発行企業、eギフトの利用企業・利用者

双方の拡大、新規サービスの開発・展開をしていくことで、eプラットフォームの拡大を図るとともに、地理的な横

展開をしていくことで収益の多様化を図ってまいります。また、そのための人員増員及び戦略的Ｍ＆Ａも実施して

いく方針です。

　以上の取り組みから2022年12月期の業績予想は下記の通りとなっております。

売上高 4,670百万円

　 EBITDA 797百万円

営業利益 310百万円

経常利益 310百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 215百万円

　なお、業績予想は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお

り、その達成を当社グループとして約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は、様々な要因により大き

く異なる可能性があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,270,964 11,029,941

受取手形及び売掛金 1,385,159 1,515,208

たな卸資産 8,360 66,806

前渡金 305,089 501,625

前払費用 48,939 77,946

未収還付法人税等 － 102,572

その他 1,592 29,504

流動資産合計 5,020,106 13,323,606

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 24,344 195,323

工具、器具及び備品（純額） 5,270 47,647

有形固定資産合計 29,615 242,971

無形固定資産

ソフトウエア 216,173 290,410

ソフトウエア仮勘定 87,790 129,260

商標権 1,223 394,436

のれん － 1,431,530

その他 21 10

無形固定資産合計 305,208 2,245,647

投資その他の資産

投資有価証券 587,694 2,839,293

敷金及び保証金 147,649 201,172

繰延税金資産 113,802 92,268

その他 － 509

投資その他の資産合計 849,146 3,133,244

固定資産合計 1,183,970 5,621,864

資産合計 6,204,077 18,945,470
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 737,920 1,189,967

1年内返済予定の長期借入金 － 147,852

未払金 308,965 284,282

未払費用 88,892 98,038

未払法人税等 351,937 525

前受金 54,996 31,999

預り金 179,844 957,340

その他 112,173 14,171

流動負債合計 1,834,729 2,724,177

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 － 7,017,354

長期借入金 － 1,207,438

資産除去債務 14,400 71,560

繰延税金負債 － 137,323

固定負債合計 14,400 8,433,676

負債合計 1,849,129 11,157,854

純資産の部

株主資本

資本金 1,567,804 3,129,257

資本剰余金 1,554,804 3,116,257

利益剰余金 1,228,147 1,378,648

自己株式 － △539

株主資本合計 4,350,755 7,623,623

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － 10,594

為替換算調整勘定 △6,510 △7,116

その他の包括利益累計額合計 △6,510 3,478

新株予約権 10,703 156,505

非支配株主持分 － 4,008

純資産合計 4,354,947 7,787,615

負債純資産合計 6,204,077 18,945,470
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 3,082,824 3,725,662

売上原価 470,679 557,697

売上総利益 2,612,144 3,167,965

販売費及び一般管理費 1,505,240 2,859,341

営業利益 1,106,903 308,623

営業外収益

受取利息 22 1,487

為替差益 － 2,798

受取手数料 950 507

助成金収入 － 9,464

その他 186 1,616

営業外収益合計 1,159 15,875

営業外費用

株式交付費 － 43,006

支払利息 － 6,715

投資事業組合運用損 － 19,956

為替差損 4,268 －

支払手数料 － 6,087

その他 17 25

営業外費用合計 4,286 75,791

経常利益 1,103,777 248,707

特別損失

固定資産除却損 19,985 －

特別損失合計 19,985 －

税金等調整前当期純利益 1,083,791 248,707

法人税、住民税及び事業税 395,115 95,074

法人税等調整額 △64,175 5,658

法人税等合計 330,939 100,732

当期純利益 752,851 147,974

非支配株主に帰属する当期純損失（△） － △2,526

親会社株主に帰属する当期純利益 752,851 150,501
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当期純利益 752,851 147,974

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 10,594

為替換算調整勘定 △4,044 △345

その他の包括利益合計 △4,044 10,248

包括利益 748,807 158,223

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 748,807 160,490

非支配株主に係る包括利益 － △2,266
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,536,199 1,523,199 475,295 － 3,534,693

当期変動額

新株の発行 －

新株の発行（新株予約権

の行使）
31,605 31,605 63,210

株式交換による増加 －

親会社株主に帰属する当

期純利益
752,851 752,851

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 31,605 31,605 752,851 － 816,061

当期末残高 1,567,804 1,554,804 1,228,147 － 4,350,755

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 － △2,465 △2,465 － － 3,532,227

当期変動額

新株の発行 －

新株の発行（新株予約権

の行使）
63,210

株式交換による増加 －

親会社株主に帰属する当

期純利益
752,851

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
－ △4,044 △4,044 10,703 － 6,658

当期変動額合計 － △4,044 △4,044 10,703 － 822,720

当期末残高 － △6,510 △6,510 10,703 － 4,354,947
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　当連結会計年度(自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,567,804 1,554,804 1,228,147 － 4,350,755

当期変動額

新株の発行 1,262,500 1,262,500 2,525,000

新株の発行（新株予約権

の行使）
64,247 64,247 128,495

株式交換による増加 234,705 234,705 469,411

親会社株主に帰属する当

期純利益
150,501 150,501

自己株式の取得 △539 △539

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 1,561,453 1,561,453 150,501 △539 3,272,868

当期末残高 3,129,257 3,116,257 1,378,648 △539 7,623,623

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 － △6,510 △6,510 10,703 － 4,354,947

当期変動額

新株の発行 2,525,000

新株の発行（新株予約権

の行使）
128,495

株式交換による増加 469,411

親会社株主に帰属する当

期純利益
150,501

自己株式の取得 △539

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
10,594 △605 9,989 145,801 4,008 159,799

当期変動額合計 10,594 △605 9,989 145,801 4,008 3,432,667

当期末残高 10,594 △7,116 3,478 156,505 4,008 7,787,615
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,083,791 248,707

減価償却費 58,948 143,073

のれん償却額 － 116,070

株式報酬費用 10,703 145,801

投資事業組合運用損益（△は益） － 19,956

株式交付費 － 43,006

受取利息及び受取配当金 △22 △1,487

支払利息 － 6,715

為替差損益（△は益） 4,268 △2,798

固定資産除却損 19,985 －

売上債権の増減額（△は増加） △803,733 △44,760

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,285 △29,249

前渡金の増減額（△は増加） △89,770 △196,414

仕入債務の増減額（△は減少） 297,848 384,959

未払金の増減額（△は減少） 240,204 △38,123

未払費用の増減額（△は減少） 39,342 2,904

前受金の増減額（△は減少） 35,662 △22,996

預り金の増減額（△は減少） 119,521 254,507

その他 58,390 △185,540

小計 1,095,425 844,331

利息及び配当金の受取額 18 513

利息の支払額 － △6,715

法人税等の支払額 △173,969 △524,269

営業活動によるキャッシュ・フロー 921,474 313,859

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 △305 △180,173

無形固定資産の取得による支出 △215,497 △180,065

投資有価証券の取得による支出 △587,608 △2,255,180

敷金及び保証金の回収による収入 － 47,209

敷金及び保証金の差入による支出 △84,316 △87,111

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 △887,728 △3,520,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 7,017,500

短期借入金の返済による支出 － △50,962

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 － △123,210

株式の発行による収入 63,210 2,643,794

その他 － △539

財務活動によるキャッシュ・フロー 63,210 10,965,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,394 417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,560 7,758,976

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期末残高 3,270,964 11,029,941
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（５）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。

(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み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。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり純資産額 161.12 円 265.13 円

１株当たり当期純利益 28.47 円 5.49 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 26.33 円 5.20 円

(注)１．株主資本において自己株式として計上されている自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平

均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済

株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当連結会計年度101株であり、

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は当連結会計年度142株であります。

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 752,851 150,501

　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 752,851 150,501

　普通株式の期中平均株式数(株) 26,447,080 27,426,419

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)(注) － △101

　普通株式増加数(株) 2,150,761 1,517,867

　（うち新株予約権(株)） （2,150,761） （1,436,856）

　（うち転換型新株予約権付社債(株)） （－） （81,011）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

第13回新株予約権
新株予約権の個数208個
普通株式 208,000株

第13回新株予約権
新株予約権の個数186個
普通株式186,000株
第14回新株予約権
新株予約権の個数572個
普通株式57,200株

第15回新株予約権
新株予約権の個数92個
普通株式92,000株

（注）社債額面金額よりも高い価額で発行したことによる当該差額に係る当期償却額（税額相当額控除後）

であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


