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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第35期

第１四半期連結
累計期間

第36期
第１四半期連結

累計期間
第35期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成30年４月１日
至平成30年６月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （千円） 3,882,856 4,354,833 17,885,688

経常利益 （千円） 247,885 446,021 2,390,194

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 152,475 287,109 1,597,847

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 152,183 286,402 1,598,420

純資産額 （千円） 8,537,937 10,152,350 9,983,955

総資産額 （千円） 13,639,191 14,762,141 15,240,536

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 38.76 72.98 406.20

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 62.6 68.8 65.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。

３．売上高には、消費税等は含まれていません。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営

指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。なお、「『税効果会計

に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首か

ら適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っています。

（1）財政状態及び経営成績の状況

　 当第１四半期連結累計期間の当社グループ連結売上高は、4,354,833千円（前年同期比12.2％増）となりまし

た。

　 本年度も昨年度に引続き、特定の地域エリアでの広告戦略の最適化、ＴＶＣＭ・ネット広告・プロモーション

を行ってきており、その結果、新規客が順調に増加いたしました。品目別売上の基礎化粧品は3,181,336千円（同

13.1％増）、メイクアップ化粧品は318,068千円（同9.8％増）、トイレタリーは130,425千円（同6.1％減）、栄

養補助食品・雑貨等は723,185千円（同16.4％増）となりました。

　 販売ルート別売上では、通信販売が1,991,199千円（同9.4％増）、百貨店向卸売は876,147千円（同36.8％

増）、その他卸売1,111,899千円（同2.5％減）、直営店374,615千円（同33.3％増）となりました。

　 売上原価は、1,038,794千円（同1.1％増）となりました。販売費及び一般管理費は、広告宣伝・販売促進費が

1,268,982千円（同23.1％増）、その他経費が1,605,345千円（同1.9％増）、合計で2,874,328千円（同10.3％

増）となりました。

　 これらの結果、営業利益は441,710千円（同77.4％増）、経常利益は446,021千円（同79.9％増）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は287,109千円（同88.3％増）となっております。

区分

前第1四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

　至　平成29年６月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　平成30年４月１日

　至　平成30年６月30日）

増減

売上高 3,882,856千円 4,354,833千円 471,976千円（12.2％増）

営業利益 248,969千円 441,710千円 192,741千円（77.4％増）

経常利益 247,885千円 446,021千円 198,135千円（79.9％増）

親会社株主に帰属

する四半期純利益
152,475千円 287,109千円 134,633千円（88.3％増）

売上高営業利益率 6.4％ 10.1％ 3.7ポイント増

 

　　（2）経営方針・経営戦略等

　　　　 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

　　（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　  当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（4）研究開発活動

　　　　 当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、41,565千円です。

　　　　 なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　 （5）経営成績に重要な影響を与える要因

　　 当社グループの売上高は化粧品等に関連する売上です。化粧品業界全体では、個人消費の伸び悩みなどから

マーケットが拡大しない状況が続く中で、消費者ニーズの多様化、価格の二極化、新規参入企業の増加などによ

り、企業間の厳しい競争が続いています。

　　 この様な経営環境のもと、当社グループが安定的に成長するには、新規顧客を効率的に増やしていくこと及び

研究開発に力を入れ多様化した消費者ニーズに対応し顧客満足度の高い、製品・サービスを提供していくこと

が、重要と考えています。
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　 （6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　　　 ①資金の状況

　　　　　 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は4,369,628千円となり、前連結会計年度末に比

べ、675,249千円減少しました。

　　　　 ②財政状態の分析

　　 （資産）

　　　 　流動資産は、前連結会計年度末に比較して428,089千円減少し、8,945,210千円となりました。これは主

として、原材料及び貯蔵品が増加、現金及び預金が減少したことによるものです。

　　　　 固定資産は、前連結会計年度末に比較して50,305千円減少し、5,816,931千円となりました。これは主と

して、減価償却累計額が増加したことによるものです。

　　 （負債）

　　　　 流動負債は、前連結会計年度末に比較して493,667千円減少し、3,631,997千円となりました。これは主

として、支払手形及び買掛金が増加、未払金と未払法人税等が減少したことによるものです。

　　　　 固定負債は、前連結会計年度末に比較して153,121千円減少し、977,793千円となりました。これは主と

して、長期借入金の返済により減少したことによるものです。

　　 （純資産）

　　　　 純資産は、前連結会計年度末に比較して168,394千円増加し、10,152,350千円となりました。これは主と

して利益剰余金が増加したことによるものです。

 

３【経営上の重要な契約等】

　 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 10,000,000

計 10,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,935,000 3,935,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数 100株

計 3,935,000 3,935,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 3,935,000 － 696,450 － 812,570

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　         当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてい

ます。

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,932,600 39,326 －

単元未満株式 普通株式 1,100 － －

発行済株式総数  3,935,000 － －

総株主の議決権 － 39,326 －

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱ハーバー研究所
東京都千代田区神田

須田町１丁目24番地
1,300 － 1,300 0.03

計 － 1,300 － 1,300 0.03

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について

　 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から

平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,044,878 4,369,628

受取手形及び売掛金 ※ 1,916,947 ※ 1,723,284

商品及び製品 1,245,966 1,300,523

仕掛品 37,459 52,328

原材料及び貯蔵品 1,006,219 1,259,022

その他 145,474 261,190

貸倒引当金 △23,646 △20,768

流動資産合計 9,373,299 8,945,210

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,316,073 4,417,114

減価償却累計額 △2,007,469 △2,046,492

建物及び構築物（純額） 2,308,604 2,370,621

機械装置及び運搬具 1,737,423 1,739,618

減価償却累計額 △1,178,012 △1,205,133

機械装置及び運搬具（純額） 559,411 534,484

工具、器具及び備品 1,105,547 1,111,481

減価償却累計額 △864,046 △873,636

工具、器具及び備品（純額） 241,501 237,844

土地 1,492,100 1,492,100

建設仮勘定 88,527 3,296

有形固定資産合計 4,690,144 4,638,348

無形固定資産   

ソフトウエア 687,350 692,192

その他 86,732 83,020

無形固定資産合計 774,083 775,213

投資その他の資産   

投資有価証券 6,612 6,197

繰延税金資産 131,469 134,053

差入保証金 236,994 237,176

その他 27,932 25,942

投資その他の資産合計 403,008 403,370

固定資産合計 5,867,237 5,816,931

資産合計 15,240,536 14,762,141
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 347,602 530,797

短期借入金 700,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 736,813 683,984

未払金 1,233,377 1,040,858

未払法人税等 498,660 157,763

ポイント引当金 303,988 318,879

その他 305,223 299,713

流動負債合計 4,125,665 3,631,997

固定負債   

長期借入金 1,093,878 940,696

その他 37,037 37,097

固定負債合計 1,130,915 977,793

負債合計 5,256,580 4,609,791

純資産の部   

株主資本   

資本金 696,450 696,450

資本剰余金 812,570 812,570

利益剰余金 8,470,877 8,639,977

自己株式 △1,636 △1,636

株主資本合計 9,978,261 10,147,361

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,326 1,038

為替換算調整勘定 4,368 3,950

その他の包括利益累計額合計 5,694 4,988

純資産合計 9,983,955 10,152,350

負債純資産合計 15,240,536 14,762,141
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 3,882,856 4,354,833

売上原価 1,027,739 1,038,794

売上総利益 2,855,117 3,316,038

販売費及び一般管理費 2,606,147 2,874,328

営業利益 248,969 441,710

営業外収益   

受取利息 7 27

受取配当金 71 78

受取賃貸料 579 579

為替差益 223 125

助成金収入 300 3,826

その他 3,275 2,886

営業外収益合計 4,456 7,524

営業外費用   

支払利息 5,238 2,752

その他 302 461

営業外費用合計 5,540 3,214

経常利益 247,885 446,021

特別損失   

固定資産除却損 2,307 445

特別損失合計 2,307 445

税金等調整前四半期純利益 245,577 445,576

法人税、住民税及び事業税 105,043 160,924

法人税等調整額 △11,941 △2,457

法人税等合計 93,102 158,466

四半期純利益 152,475 287,109

親会社株主に帰属する四半期純利益 152,475 287,109
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

四半期純利益 152,475 287,109

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 280 △288

為替換算調整勘定 △572 △417

その他の包括利益合計 △292 △706

四半期包括利益 152,183 286,402

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 152,183 286,402

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　 　（税金費用の計算）

　 　  一部の連結子会社においては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい

ます。

 

（追加情報）

　　　　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　　　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しています。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　　※　四半期連結会計期間末日満期手形

　　　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしています。なお、当

四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計

期間末日残高に含まれています。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形 132千円 210千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日）

減価償却費 144,551千円 145,516千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年６月30日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月17日

取締役会
普通株式 118,009千円 30円 平成29年３月31日 平成29年６月５日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成30年４月１日　至平成30年６月30日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月17日

取締役会
普通株式 118,008千円 30円 平成30年３月31日 平成30年６月４日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成30年４月１日　至平成30年６月30日）

　当社グループは、化粧品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

１株当たり四半期純利益 38円76銭 72円98銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 152,475 287,109

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（千円）
152,475 287,109

普通株式の期中平均株式数（株） 3,933,649 3,933,617

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

　　　　平成30年５月17日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議しました。

　　　　① 配当金の総額……………………………………118,008千円

　　　　② １株当たりの金額………………………………30円00銭

　　　　③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成30年６月４日

　　　　（注）　平成30年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月14日

株式会社ハーバー研究所

取締役会　御中

 

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 坂本　裕子

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 永利　浩史

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハー

バー研究所の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日

から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハーバー研究所及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社ハーバー研究所(E01063)

四半期報告書

15/15


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（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１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

