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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。
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、2021年1月に発出された2回目の緊急事態宣言
の影響があったものの、新型コロナウイルス感染症による 
影響を比較的受けにくい「旅色」のお取り寄せ特集への広告
掲載が好調に推移し、掲載数が増加いたしました。また、 
上期だけで全国11自治体とのタイアップを実施し、広告売上
が堅調に推移いたしました。なお、「旅色」では今期の月間
利用者数目標を、500万人に設定しております。利用者数の
増加によって、「旅色」の媒体価値の向上を図っており、これ
によって広告掲載クライアント数の増加と電子雑誌広告売上
を拡大させてまいります。引き続き、今期の月間利用者数 
目標の達成に向けて、必要な施策を講じてまいります。
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
業務においては、ECサイト利用の需要増加を背景に、主力
サービスである「ECサポートサービス」や「ブランジスタ 
物流」の売上高が堅調に推移いたしました。また、自社 
サービスであるECサイトの一元管理システム「まとまる 
EC店長」では、既存クライアントの満足度向上と新規 
クライアントの 獲 得 増 加を目 的として、Facebook・ 株式会社ブランジスタ

代表取締役社長

岩本 恵了

株式会社ブランジスタ
第21期 第2四半期
事業報告書
Financial Report
2020.10.1 - 2021.3.31

Instagramとの商品連携を開始いたしました。
今後も、クライアントニーズにあわせたサービスを提供し、 
売上高の増加を目指してまいります。
なお、通期の連結業績予想に変更はございません。新型 
コロナウイルス感染症の影響が、今期中は一定程度続くもの
と見込んでおります。また、営業人員の更なる拡充のため、
今期の新入社員は従来の約2倍の人数を採用いたしました。
下期以降、一時的に販管費の増加が先行いたしますが、 
教育を徹底し、早期の戦力化を図ってまいります。引き続き、
新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、柔軟かつ
迅速に対応し、今期はもちろん、人員強化による来期以降の
更なる拡大を目指し、株主の皆様のご期待にお応えできる 
よう、グループ全社員一丸となって取り組んでまいります。
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親会社株主に帰属する
四半期純利益

111

（単位：百万円）

2021年9月期 第2四半期 2021年9月期（予想）
Business Topics

・売上・利益ともに前年同期を上回る 
 業績を達成

・「旅色」お取り寄せ特集の掲載数が 
 前年同期比約3倍に増加

・上期だけで11自治体とタイアップを実施

・ECサポート関連サービスが売上を牽引し 
 堅調に推移

［  売 上 高  ］ 1,639百万円 3,100百万円

［  経常利益  ］ 243百万円 250百万円
158百万円 170百万円

［  営業利益  ］ 226百万円 250百万円

2021年9月期 第2四半期連結業績・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

※
親会社株主に
帰属する

四半期純利益
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電 子 雑 誌

2020年に発出された1回目の緊急事態宣言に伴い、柔軟かつに迅速に社内 
体制を整え、「旅色」のお取り寄せ特集への広告掲載に注力してまいりました。
現在もお取り寄せ商品を販売する企業への広告提案を積極的に実施しており、
広告掲載数が前年同期比で約3倍に拡大しております。新型コロナウイルス 
感染症の影響を受けた宿泊施設・飲食店に代わって、広告売上を牽引する 
新たな柱へと成長いたしました。

お取り寄せ特集のプロモーション強化を目的に、お取り寄せ特集を「旅色」
の姉妹サイトとして5月25日に独立。お取り寄せ特集に特化したプロモー
ションやSEO対策を実施することで利用者数の増加を図り、広告掲載数の
増加に加え、追加広告掲載費の獲得や販売手数料収入などの新たな収益の
獲得も目指してまいります。

「旅色」お取り寄せ特集が好調に推移
掲載件数が前年同期比約3倍に急拡大

好調なお取り寄せ特集を
「旅色」の姉妹サイトとして独立

2020年9月期2Q

まもなく
1,000件突破

2020年
緊急事態宣言前

「旅色」お取り寄せ特集
広告掲載数の推移

2021年9月期2Q

334
件

912
件
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2021年9月期上期において、全国11の自治体とタイアップ
を実施し、好調に推移いたしました。ウィズコロナ・ 
アフターコロナを見据えた地元経済の活性化のために、
各自治体が「旅色」を活用した積極的なPRを実施して 
おります。観光PRによる宿泊施設・飲食店・交通機関 
などの、新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた
地元企業への貢献、税収確保のためのふるさと納税PR、
人口減少対策のための移住定住を目的とした、全国へ 
向けたPRに「旅色」をご活用いただいております。幅広い 
自治体のニーズに対応できる新しい広告商品の開発も 
進め、更なる売上の拡大につなげてまいります。

上期11自治体との
タイアップを実施

「旅色」の営業商材は、新型コロナウイルス感染症前 
までの主な掲載クライアントであった宿泊施設・飲食店に、
お取り寄せ品販売企業・自治体を加えた4本の柱となり 
ました。掲載の対象となるクライアントの業種が増加 
したことから、新入社員の採用を積極的に行い、全国 
規模での増員を実施いたしました。新型コロナウイルス 
感染症の状況を踏まえて現在、積極化していない宿泊 
施設・飲食店への提案も本格稼働させることで、より 
一層の「旅色」広告売上の拡大を図ってまいります。

4本柱の広告商材で
更なる拡大へ向け、増員

自治体タイアップ実施例

島根県 松江市 鳥取県 湯梨浜町 福井県 坂井市 鹿児島県 大崎町 北海道 岩内町

岩手県 神奈川県 箱根町 京都府 宇治田原町 鳥取県 境港市鹿児島県 長島町

「旅色」営業商材
コロナ前 コロナ後

4
宿泊施設 飲食店 お取り寄せ 自治体

境港市 箱根町
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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）

ECサイトを利用される方が増加していることを背景に、
「ECサポートサービス」や「ブランジスタ物流」の売上が
堅調に推移しております。今後も拡大するEC市場に 
あわせ、EC事業を展開する企業の成長が予測されます。
当社グループでは、企業が必要とする知識やノウハウ、
ECサイトの運営に必要な幅広い業務をワンストップで 
提供することが可能であり、今後もこのような市場環境を
追い風に拡大を図ってまいります。

ECサポートサービスは
堅調に推移

ECサイト運営企業の成長ステージの変移

クライアントの事業ステージにあわせた業務・サービスをワンストップで提供できる業務範囲の広さと豊富な実績が評価されています。

ECサイト運用代行サービス 複数ECサイトを一元管理
クラウドサービス

LINEを使った
自動応答チャットサービス

作業負荷が大きい受注処理と
カスタマー業務の代行サービス

海外販売代行サービス

サイト自動翻訳サービス

事業開始 売上増加 販路拡大
出店モール追加

顧客満足度向上
リピーター獲得

受注増による
配送増加 海外販売

ネット通販専用物流サービス

BUY BUY
BUY

BUY

CS・受注処理
代行サービス

Amazon
納品代行サービス
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ソリューション

海外拠点

Brangista Taiwan Inc.は、引き続き拡大中
設立以来、増収を続けているBrangista Taiwan Inc.では、増員により業務受託体制を強化した 
ことで、売上高が引き続き増加しております。現地企業からの受託業務を獲得し、更なる拡大を 
目指してまいります。 博設技股份有限公司（Brangista Taiwan Inc.）

自社サービスであるECサイトの一元管理システム 
「まとまるEC店長」の既存クライアントの満足度向上と、
新規申し込みの増加を目的にFacebookとInstagram
への商品連携を開始いたしました。「まとまるEC店長」
を利 用するクライアントは、 合 計月間アクティブ 
アカウント5,900万を超える、FacebookとInstagram
の利用者に向けた商品PRを追加費用なく実現すること
が可能となり、新たな販路獲得による売上の拡大を 
図ることができます。今後も既存サービスの拡充と 
新サービスの開発を行い、当社グループの売上拡大に
努めてまいります。

「まとまるEC店長」が
Facebook・Instagramとの
連携を開始

Facebook・Instagram利用者へ向けた販売訴求を無料で実現

国民の約3人に1人が利用

Facebook ＋ Instagram 
月間アクティブアカウント

Instagram

Facebook

5,900万超
日本は、Instagramショッピング機能の利用が
世界で最もアクティブな国のひとつ



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
 6,432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

楽天グループ株式会社

近藤 太香巳

株式会社 SBI証券

NOMURA PB NOMINEES LIMITED
OMNIBUS-MARGIN（CASHPB）

田邊 昭知

BNY GCM CLIENT ACCOUNT
JPRD AC ISG（FE-AC）

J.P.MORGAN SECURITIES PLC

秋元 康

松井証券株式会社

所有株数（株）株主名

 6,975,280

417,600

269,380

217,552

197,300

100,000

98,400

95,572

83,980

83,300

持株比率（％）

48.82

3.00

1.94

1.56

1.42

0.72

0.71

0.69

0.60

0.60

■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

 （2021年3月31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。

環境大臣認定
エコ・ファースト企業

こちらの QRコードより、
第21期 株式会社ブランジスタ
第2四半期 決算説明動画を

ご覧いただけます。


