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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 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 ％

2021年３月期第２四半期 1,170 － 254 － 264 － 178 －

2020年３月期第２四半期 － － － － － － － －
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 247百万円( －％) 2020年３月期第２四半期 －百万円( －％)
　

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３月期第２四半期 48.44 －

2020年３月期第２四半期 － －
　

（注）2020年３月期第２四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年３月期第２四半期の
数値及び2021年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

　

（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３月期第２四半期 2,279 1,497 65.7

2020年３月期 1,825 1,029 56.4
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 1,497百万円 2020年３月期 1,029百万円
　　　

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３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３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３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

通期 2,409 11.2 466 24.2 475 10.4 316 8.2 85.00
(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 ： 無
　　

（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
　　

（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３月期２Ｑ 3,761,700株 2020年３月期 3,611,700株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ －株 2020年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 3,692,027株 2020年３月期２Ｑ －株
　

(注) 当社は2020年３月期第２四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年３月期第２四半
期の期中平均株式数については記載しておりません。

　

※ 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り大きく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きましては、添付資料「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

　当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、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

状況にあります。加えて世界的な感染再拡大の懸念も払しょくすることができず、先行き不透明な状況が続いてお

ります。一方、当社グループを取り巻く国内電子商取引市場においては、緊急事態宣言に伴う外出自粛やリモート

ワークの拡大により、在宅での消費需要いわゆる「巣ごもり需要」の高まりや消費者のデジタルシフトなどによ

り、ECの利用は上昇しており着実な成長を見せております。そのような環境の中、当社グループが属するECサービ

ス業界においては、実店舗での売り上げ減少等に見られる消費行動の大きな変化に対応すべく、各産業においては

EC化への対応及び自社ECサイトの機能拡充や利便性の拡充への需要が高まっております。そのため新型コロナウイ

ルス蔓延の状況下においても当社グループのECプラットフォーム事業は堅調に推移しており、今後の業績に与える

影響は軽微であると考えております。

　このような状況下において、当社グループのECプラットフォーム事業における売上高は1,170,544千円、営業利

益は254,407千円、経常利益は264,670千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は178,845千円となりました。

なお、主要な子会社である株式会社フューチャーショップの売上高は893,320千円、営業利益は280,736千円、株

式会社ソフテルの売上高は279,570千円、営業利益は32,785千円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　総資産につきましては、2,279,059千円となり、前連結会計年度末に比べ453,880千円増加いたしました。流動資

産は1,398,240千円となり、前連結会計年度末に比べ373,135千円増加いたしました。これは、主に公募増資により

現金及び預金が347,916千円増加したことによるものであります。

　固定資産は880,819千円となり、前連結会計年度末に比べ80,744千円増加いたしました。これは、主に投資有価

証券の時価上昇に伴い投資その他の資産が58,812千円増加したことによるものであります。

　負債につきましては、781,741千円となり、前連結会計年度末に比べ13,971千円減少いたしました。これは、主

に前受金が26,720千円増加したものの、未払法人税等が24,243千円、賞与引当金が10,773千円減少したことによる

ものであります。

　純資産につきましては、1,497,317千円となり、前連結会計年度末に比べ467,852千円増加いたしました。これは

主に公募増資の実施に伴い資本金が110,400千円、資本剰余金が110,400千円それぞれ増加したことによるもので

す。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の56.4％から65.7％となりました。

　なお、当社は、ECプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っ

ておりません。

(キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

て347,736千円増加し、1,116,592千円となりました。

当第２四半期連結累計期間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通りです。

　 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は170,030千円となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益278,983千円、減価償却費31,501千円、投資有価証券売却益14,313千

円、前受金の増加額26,720千円等によるものです。

　 （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36,053千円となりました。

これは主に株式会社フューチャーショップにおける新機能等のソフトウェア開発により無形固定資産取得によ

る支出54,163千円、投資有価証券の売却による収入18,420千円等によるものであります。

　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は213,137千円となりました。

これは公募増資の実施に伴う株式の発行による収入213,137千円によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績の状況を踏まえ2020年６月26日

に公表しました業績予想を変更しています。詳細につきましては、2020年11月13日公表の「通期業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご覧ください。
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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３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 769,425 1,117,342

売掛金 173,543 173,986

仕掛品 10,718 8,453

前払費用 67,828 75,685

その他 4,859 24,320

貸倒引当金 △1,272 △1,548

流動資産合計 1,025,104 1,398,240

固定資産

有形固定資産 81,915 76,850

無形固定資産 211,571 238,569

投資その他の資産

投資有価証券 339,339 418,972

その他 176,387 155,044

貸倒引当金 △9,139 △8,617

投資その他の資産合計 506,587 565,399

固定資産合計 800,074 880,819

資産合計 1,825,178 2,279,059
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 41,440 40,928

短期借入金 120,000 120,000

前受金 337,599 364,320

未払法人税等 62,657 38,414

賞与引当金 23,759 12,986

その他 158,173 152,988

流動負債合計 743,630 729,637

固定負債

資産除去債務 33,406 33,466

繰延税金負債 13,368 13,329

その他 5,308 5,308

固定負債合計 52,082 52,104

負債合計 795,713 781,741

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 210,400

資本剰余金 50,000 160,400

利益剰余金 792,707 971,553

株主資本合計 942,707 1,342,353

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 86,757 154,964

その他の包括利益累計額合計 86,757 154,964

純資産合計 1,029,465 1,497,317

負債純資産合計 1,825,178 2,279,059

　



株式会社コマースＯｎｅホールディングス(4496) 2021年３月期 第２四半期決算短信

6

（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 1,170,544

売上原価 488,672

売上総利益 681,872

販売費及び一般管理費 427,464

営業利益 254,407

営業外収益

受取利息 5

受取配当金 16,620

その他 2,501

営業外収益合計 19,127

営業外費用

支払利息 424

上場関連費用 7,662

その他 778

営業外費用合計 8,864

経常利益 264,670

特別利益

投資有価証券売却益 14,313

特別利益合計 14,313

税金等調整前四半期純利益 278,983

法人税、住民税及び事業税 104,818

法人税等調整額 △4,681

法人税等合計 100,137

四半期純利益 178,845

親会社株主に帰属する四半期純利益 178,845
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 178,845

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 68,206

その他の包括利益合計 68,206

四半期包括利益 247,052

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 247,052
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 278,983

減価償却費 31,501

貸倒引当金の増減額（△は減少） △246

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,773

受取利息及び受取配当金 △16,625

支払利息 424

為替差損益（△は益） △895

上場関連費用 7,662

投資有価証券売却損益（△は益） △14,313

売上債権の増減額（△は増加） 79

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,264

前払費用の増減額（△は増加） △7,827

仕入債務の増減額（△は減少） △511

前受金の増減額（△は減少） 26,720

その他 △2,985

小計 293,457

利息及び配当金の受取額 16,625

利息の支払額 △453

法人税等の支払額 △139,599

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △180

有形固定資産の取得による支出 △1,053

無形固定資産の取得による支出 △54,163

投資有価証券の売却による収入 18,420

その他 924

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 213,137

財務活動によるキャッシュ・フロー 213,137

現金及び現金同等物に係る換算差額 621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 347,736

現金及び現金同等物の期首残高 768,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,116,592
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（４）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）

当社は2020年６月26日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり、2020年６月25日を払込

期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株式150,000株の発行により、資本金及び

資本剰余金がそれぞれ110,400千円増加しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が210,400千円、資本剰余金が160,400千円となっており

ます。

　


