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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。
電子雑誌においては、「旅色」の書籍第2弾の全国発売を行
うなど、引き続き主力雑誌「旅色」の媒体力強化に注力し
てまいりました。また、「星のや」、「界」、「リゾナーレ」を中
心に、現在国内外で41施設を展開する星野リゾートとのタ
イアップにより制作した別冊版「旅色」を発行したほか、上
半期に8自治体とのタイアップによる別冊版「旅色」の発行
や広告掲載を実施いたしました。
ソリューションにおいては、主力サービスの「ECサポートサー
ビス」において、大手メーカーからの業務受託を開始するな
ど、新規案件の獲得による業務受託売上の増加を図ってま
いりました。
電子雑誌・ソリューション業務の双方において収益の最大化
を図っておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に
よって、政府から日本全国を対象とした緊急事態宣言が発
出されました。その結果、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ております。今
回の事態を受けて当社グループでは、社員、クライアントの
皆様の健康を第一に考え、リモートワークによるサービスの
継続的な提供に取り組んでおり、感染拡大防止に向けた施
策を実行しております。「旅色」では、テイクアウト＆デリバ
リーできる店特集を展開するだけでなく、SNSを活用した積
極的な情報発信を行い、既存クライアントの支援を行なって
おります。またお取り寄せ商品を扱う企業への広告販売に
注力することにより、業績への影響を最小限に抑えるよう尽
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力しております。一方、多くの企業で今後ますますECサイト
での商品販売の需要が高まると予想しており、ECサイトの
支援サービスを提供するソリューション業務のニーズは増加
すると考えております。しかし、新型コロナウイルス感染症
の世界的な蔓延の影響によって、取扱商品によっては業績
への影響を受けているクライアントもおり、今後注視が必要
です。ECサイトを利用して商品を購入するユーザーの皆様
に安心してお買い物を楽しんでいただけるように、クライア
ントの支援を安定的に行っていくことで、社会貢献につなが
るよう尽力してまいります。
当社は、2020年に創業20周年を迎え、上場5年目の年と
なります。今後も、株主の皆様のご期待にお応えできるよう、
全社一丸となってこの苦境を乗り越え、さらなる社業の発展
に努めてまいります。
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業績ハイライト

「旅色」書籍第2弾を全国発売
星野リゾートとのタイアップ誌を発行

Topics No.1

今期30万株の自己株式の取得を終了
Topics No.2
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657

［  売 上 高  ］ 1,617 百万円

［  営 業 利 益  ］ 192 百万円

2020年9月期 第２四半期 連結業績
※通期の予想は未定としております。

［  経 常 利 益  ］ 194 百万円

111 百万円［ 四半期純利益 ］※

※親会社株主に帰属する四半期純利益
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電 子 雑 誌

 “泊まるを、楽しむ。”をテーマに、ホテルで広がる旅の可能性にフォー
カスした、新しいホテルの楽しみ方を提 案する電子 雑 誌「HOTEL 
STYLE BOOK」を、1月31日に発行。ホテルで提供するアクティビティ
などを目的にした旅を楽しむという、新しいスタイルを提案しています。
星野リゾートが展開する各ブランドで実施している農業体験などのアグ
リツーリズモに焦点を当て、ブランドを横断したグループブランディング
に活用いただいています。

星野リゾートとタイアップした
別冊版「旅色」を発行

電子雑誌ラインナップ

旅色

マドリーム

飲み旅本。

SUPER CEO

タベサキ

政経電論

GOODA

HowB
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2019年12月から4ヶ月連続で、自治体とのタイアップによる別冊版「旅色」を発行するなど、上半期に8自治体の掲載を実施いたしました。有名女優・タレントが直接現地を訪れ、
電子雑誌や動画でナビゲートする、他には無いPR手法が評価されております。また、現地を訪れた方にはもちろん展示会、都内のアンテナショップなどでプロモーションに活用で
きる、電子雑誌を紙の冊子にしたオプションサービスの受注も増加しており、売上拡大に貢献しています。

自治体とのタイアップ誌を4ヶ月連続で発行

新型コロナウイルス感染症の影響によって緊急事態宣言が発出され、日本全国で外出自粛が要請されたこと
を受け、「旅色」ではお取り寄せ商品を扱う企業のご紹介に注力しております。また、「旅色」はもとより、ト
ラベルニュースメディア「旅色プラス」を活用した、お取り寄せ商品、テレワークを支援しているホテルや、デ
リバリー・テイクアウトを実施している飲食店をご紹介。掲載クライアントへの誘導を積極的に行っています。

お取り寄せやデリバリー・テイクアウト特集の掲載を強化
当社グループが運営する旅メディアを活用した情報発信

宮崎県 川南町 長野県 山之内町 北海道 白糠町 静岡県 伊東市 鹿児島県 肝付町 動画
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ソリューション

当社担当者による人の手を介したコンサルティング、サポートや制作業務をワンストップで提供。豊富な実績をもとに、クライアントの一員として売上の増加
に貢献するための積極的な施策の提案も行います。また、広告費ではなく、業務・制作受託料を年間で受領するビジネスモデルのため、強固な事業基盤を構
築しております。新型コロナウイルス感染症によって、対面での商品購入を必要としないECサイトの重要性が増しており、当社「ECサポートサービス」の必要
性も増してくるものと思われます。今後も、新規案件の獲得による業務受託売上の増加を図るとともに、拡大を続けるEC市場の発展に寄与してまいります。

当社担当者がクライアントの一員となってECサイトの運用を支援

ECサイト
運営企業 担当者を配置

ディレクション、
コンサルティング

商品登録

ページ作成

デザイン制作

サイト運用

プロモーション
他

ECサポートサービス　
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ソリューション

当社「ECサポートサービス」の強みを
ご評価いただき、ストッキングなどの
レッグ・インナーウエアを製造・販売
する福助株式会社、総合スポーツメー
カーのミズノ（美津濃）株式会社といっ
た大手メーカーのEC支援業務の受託
を開始しております。

主力サービスである「ECサポートサービス」が順調に推移
大手メーカーのECサイト支援も開始

海外拠点

Brangista Taiwan Inc.が増収を継続
現地採用による増員に伴いオフィスを移転し、さらなる業務受託体制を強化。台湾の現地企業からの受
託業務売上が増加し、会社設立以来、増収を継続中です。また、当社電子雑誌・ソリューション業務を
受託するオフショア制作としての稼動も引き続き実施しており、当社利益率の向上に貢献しております。 博設技股份有限公司（Brangista Taiwan Inc.）

福助（株）様 美津濃（株）様 霧島酒造（株）様



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、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

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。

40,000,000株
14,575,300株
6,948名

発行可能株式総数
発 行 済株 式 総 数
株 主 数

■会社概要 （2020年3月31日現在） ■株式の状況 （2020年3月31日現在）

株式会社ネクシィーズグループ

楽天株式会社

株式会社 SBI証券

株式会社幻冬舎

所有株数（株）株主名

 6,795,280

433,800

280,800

153,600

持株比率（％）

48.82

3.12

2.02

1.10

■株主状況 （2020年3月31日現在）

■役員 （2020年3月31日現在）

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


