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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 1,807 12.7 391 42.4 404 19.6 267 14.0

2020年３月期第３四半期 1,604 － 275 － 338 － 234 －
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 377百万円( 104.1％) 2020年３月期第３四半期 185百万円( －％)
　

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３四半期 71.94 －

2020年３月期第３四半期 64.92 －
　

(注）１．2019年３月期第３四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３四半期の
　 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．当社は2019年12月17日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月10日付で株式1株につき300株の株式分割を

行ってておりますが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を
算定しております。

　

（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３四半期 2,413 1,628 67.5

2020年３月期 1,825 1,029 56.4
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 1,628百万円 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 ： 無
　

　　



※ 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３Ｑ 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３Ｑ －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３Ｑ 3,715,336株 2020年３月期３Ｑ 3,611,700株

　　
※ 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。

　

　　



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

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３

（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 …………………………………………５

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………７

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………７

　



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

2

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３四半期連結累計期間における我が国の経済は、大都市圏を中心とする新型コロナウイルス感染症の再拡

大、いわゆる第三波の影響により依然として厳しい状況にあります。加えて海外情勢も欧米を中心とした感染再拡

大により、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は、2020年

４月の緊急事態宣言以降の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が定着し、EC利用率の上昇とともに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、各産業で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1,807,610千円(前年同期比

12.7%増）、営業利益は391,773千円（前年同期比42.4%増）、経常利益は404,981千円（前年同期比19.6%増）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は267,277千円（前年同期比14.0%増）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1,391,352千円、営業利益は442,947千円、

株式会社ソフテルの売上高は416,236千円、営業利益は38,795千円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　総資産につきましては、2,413,248千円となり、前連結会計年度末に比べ588,070千円増加いたしました。流動資

産は1,487,897千円となり、前連結会計年度末に比べ462,793千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425,897千円増加したことによるものであります。

　固定資産は925,351千円となり、前連結会計年度末に比べ125,277千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96,825千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、785,009千円となり、前連結会計年度末に比べ10,704千円減少いたしました。これは、主に

前受金が7,893千円増加したものの、未払法人税等が24,029千円、賞与引当金が12,355千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、1,628,239千円となり、前連結会計年度末に比べ598,774千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67.5％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。

（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月期の業績予想につきましては、2020年11月13日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあり

ません。

なお、当該業績予想につきましては、本日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提

に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により異なる可能性があります。
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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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 769,425 1,195,322

売掛金 173,543 184,339

仕掛品 10,718 12,472

前払費用 67,828 74,226

その他 4,859 23,202

貸倒引当金 △1,272 △1,666

流動資産合計 1,025,104 1,487,897

固定資産

有形固定資産 81,915 74,170

無形固定資産 211,571 247,768

投資その他の資産

投資有価証券 339,339 480,220

その他 176,387 131,244

貸倒引当金 △9,139 △8,052

投資その他の資産合計 506,587 603,412

固定資産合計 800,074 925,351

資産合計 1,825,178 2,413,248
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 41,440 45,971

短期借入金 120,000 120,000

前受金 337,599 345,493

未払法人税等 62,657 38,628

賞与引当金 23,759 11,404

その他 158,173 166,993

流動負債合計 743,630 728,491

固定負債

資産除去債務 33,406 33,497

繰延税金負債 13,368 17,712

その他 5,308 5,308

固定負債合計 52,082 56,517

負債合計 795,713 785,009

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 1,059,984

株主資本合計 942,707 1,430,784

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 86,757 197,455

その他の包括利益累計額合計 86,757 197,455

純資産合計 1,029,465 1,628,239

負債純資産合計 1,825,178 2,413,248
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（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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 1,604,016 1,807,610

売上原価 686,166 752,033

売上総利益 917,849 1,055,577

販売費及び一般管理費 642,753 663,803

営業利益 275,096 391,773

営業外収益

受取利息 21 6

受取配当金 63,124 16,620

その他 2,128 6,253

営業外収益合計 65,274 22,879

営業外費用

支払利息 663 652

上場関連費用 － 7,662

為替差損 1,212 －

その他 23 1,357

営業外費用合計 1,898 9,671

経常利益 338,472 404,981

特別利益

投資有価証券売却益 18,995 14,313

特別利益合計 18,995 14,313

税金等調整前四半期純利益 357,467 419,294

法人税、住民税及び事業税 116,265 147,243

法人税等調整額 6,735 4,773

法人税等合計 123,001 152,017

四半期純利益 234,466 267,277

親会社株主に帰属する四半期純利益 234,466 267,277
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 234,466 267,277

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △49,275 110,697

その他の包括利益合計 △49,275 110,697

四半期包括利益 185,191 377,974

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 185,191 377,974
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（３）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３四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。

　


