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株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より変わらぬご支援を賜りまして、 
心より感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者
の皆様には謹んでお見舞い申し上げます。
2020年9月期の当社グループにおきましては、分社化に 
よって電子雑誌・ソリューション業務のさらなる拡大を 
目指しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響に
よって状況は一転し、これまでに経験したことのない事業 
年度となりました。
株式会社ブランジスタメディアが展開する電子雑誌業務に 
おいては、上半期に8自治体とのタイアップを実施したほか、
星野リゾートとのタイアップ誌や、書籍版「旅色」第2弾の
全国発売を実施いたしました。しかしながら、2020年3月 
以降は新型コロナウイルス感染症の影響の拡大によって緊急
事態宣言が発出されたことから、当社クライアントである 
宿泊施設、飲食店などの観光・外食業界は影響を受けました。
当社グループでは、感染拡大防止と従業員の安全確保の 
ためにテレワークを開始し、直接訪問での営業活動が困難で
あったことから、売上高が減少いたしました。「旅色」では、
既存クライアントの支援を行いながら、お取り寄せ商品を 
販売する企業への営業活動に注力し、業績への影響を 
最小限に抑えるよう尽力してまいりました。また、緊急事態
宣言解除後は、感染拡大の防止に努めながら従来のような
訪問営業も再開し、第4四半期の業績は回復いたしました。
さらに、Go Toトラベルキャンペーン開始前の7月から 

「旅色」の月間利用者数が増加し、9月には過去最高となる
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320万人に到達いたしました。
株式会社ブランジスタソリューションが展開するソリューション
業務においては、大手メーカーからのECサイト支援業務の 
受託を開始するなど、業務受託売上の増加を図ってまいり 
ました。新型コロナウイルス感染症が拡大したことでEC 
サイトの重要性は増しており、ソリューション業務の必要性も
高まるものと考えております。また、当社初の自社商品開発
となる、スキンケア商品のオリジナル新ブランド「Feel the 
HALO」を立ち上げました。これまでにECサイト支援で 
培ってきたノウハウを活用し、消費者へ直接販売する新たな
取り組みを開始しております。
引き続き、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる 
組織体制を強化し、各子会社での既存サービスの収益の 
最大化と市場のニーズに合わせた新サービス・新商材の 
提供による、新たな収益の獲得を図ってまいります。今後も、
株主の皆様のご期待
にお応えできるよう、 
全社員一丸となって 
業績の回復に努めて 
まいります。



2Brangista FINANCIAL REPORT

業績ハイライト

Business Topics

・2020年9月期 第4四半期は回復
・「旅色」月間利用者数が、 

9月に過去最高の320万人に到達
・これまで培ってきたECのノウハウを 
もとにD2Cビジネスを開始
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2020年9月期 2021年9月期（予想）

［  売 上 高  ］ 2,780百万円 3,100百万円

［  経常利益  ］

［ 当期純利益※ ］

8百万円 250百万円
△381百万円 170百万円

［  営業利益  ］ 3百万円 250百万円

2020年9月期連結業績・2021年9月期連結業績予想

※親会社株主に帰属する当期純利益
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電 子 雑 誌

緊急事態宣言に伴い、宿泊施設・飲食店が影響を受ける中、お取り
寄せ商品を販売する企業への営業活動に力を入れてまいりました。
第4四半期からは、自粛していた訪問による営業活動を再開いたし 
ました。

お取り寄せ特集が新たな収益の柱へ
訪問営業の再開によって第4四半期は緩やかに回復

Go Toトラベルキャンペーン開始前の2020年7月から月間 
利用者数が増加し、9月に過去最高となる320万人に到達。
2021年9月期は月間利用者数500万人を目指し、プロモーション
だけでなく、コンテンツの拡充により月間利用者の中核を成す、

「旅色」ファンの拡大を図ってまいります。

「旅色」月間利用者数が
過去最高の320万人に
2021年9月期は目標500万人へ

自治 体へのご 提 案を再開し、2020年10月以降は8自治 体との 
タイアップを予定。ふるさと納税促進、観光誘客による地域経済の
活性化や、テレワークの定着による移住定住のPRまでを網羅できる、
継続性のある包括的な地方創生に貢献しています。

上半期は8自治体とタイアップを実施
2021年9月期は8自治体を予定 230万人
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中 長 期 的 な 目 標 として、2024年9月 期 ま で に 
月間利用者数1,000万人、広告掲載数10,000件を
目指します。 利 用 数の増 加に伴う媒体価 値の 
向上によって広告掲載数の増加を図ります。また、
これまで営業対象外であった業種・業態向けの 
新商材や新しいサービスの開発を行い、未開拓分野
のクライアントへの営業活動も行ってまいります。

2024年9月期までの目標
月間利用者数1,000万人、  
広告掲載数10,000件へ

5,500件

2020年9月末現在

10,000件

2024年9月

広告掲載数

320万人

2020年9月

1,000万人

2024年9月

月間利用者数

2020年9月期電子雑誌
その他Topics

・星野リゾートとのタイアップによる 
別冊版「旅色」を発行

・内閣府の要望を受け 
 「地方創生SDGs官民連携 
プラットフォーム」に参画
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ソリューション

日本国内のBtoC-EC市場規模は、19.3兆円（前年比7.65％増）に拡大し、
毎年増加を続けています。株式会社ブランジスタソリューションが展開 
するソリューション業務では、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、 

国内EC市場は引き続き拡大
ECサポートサービスは堅調に推移

ECサポートサービス

76%

まとまるEC店長
6%

ブランジスタ物流
12%

ウェブサイト制作・運営
4%

その他　2%

対面での商品購入を必要としないECサイトの利用が増加しています。 
実績とノウハウが豊富な、主力サービス「ECサポートサービス」の 
重要性が増しており、堅調に推移いたしました。

ソリューション関連売上の内訳（2020年9月期実績）BtoC-EC 市場規模（兆円）

出典 ： 経済産業省「令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 
（電子商取引に関する市場調査）」
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ソリューション

ソリューション業務受託企業実績（一部）

自社オリジナルブランドを立ち上げ、人気メイクアップアーティストと特許製法を用いて製造 
されたスキンケア商品を共同開発。これまでの業務受託売上だけでなく、自社商品を直接 
顧客へ販売する新しい領域へ進出し、新たな収益の柱へと成長させてまいります。

自社ECノウハウを活用した通販ビジネスへ進出
スキンケア商品の自社オリジナルブランド
「Feel the HALO」を立ち上げ、販売を開始



証券コード
6176

株式会社ブランジス夕
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町20-4
ネクシィーズスクエアビル
岩本 恵了
2000年11月30日
1,735百万円 （資本準備金含む）

電子雑誌出版・電子広告・EC・通販企業支援
株式会社ブランジスタメディア
株式会社ブランジスタソリューション
博設技股份有限公司（Brangista Taiwan Inc.）

株式会社 CrowdLab

会 社 名
本 社 所 在 地

代 表 者
設 立
資 本 金
事 業 内 容
連 結 子 会 社

代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
社外取締役
取締役
取締役
社外取締役
監査役
社外監査役
社外監査役

岩本 恵了
石原 卓
井上 秀嗣
木村 泰宗
本間 憲
近藤 太香巳
西原 勝熙
杉本 佳英
鴨志田 慎一
久保田 記祥
中路 武志

40,000,000株
14,575,300株
7,113名

発行可能株式総数
発 行 済株 式 総 数
株 主 数

■会社概要 ■株式の状況

株式会社ネクシィーズグループ

楽天株式会社

近藤 太香巳

株式会社 SBI証券

松井証券株式会社

田邊 昭知

秋元 康

楽天証券株式会社

auカブコム証券株式会社

本間 憲

所有株数（株）株主名

 6,795,280

417,600

269,380

177,900

104,100

100,000

83,980

80,600

80,500

76,000

持株比率（％）

48.82

3.00

1.94

1.28

0.75

0.72

0.60

0.58

0.58

0.55

■株主状況

■役員

毎年10月1日から翌年9月30日まで
毎年12月
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社
の本店および全国各支店ならびに日本証
券代行株式会社の本店および全国各支店
で行っております。

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
株主名簿管理人

郵 便 物 送 付 先

電 話 照 会 先

■株主メモ

株式会社ブランジス夕
TEL：03-6415-1183 （代表）
e-mail：info@brangista.com

 （2020年9月30日現在）

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。


