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1. 令和5年3月期第1四半期の連結業績（令和4年4月1日～令和4年6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 ％

5年3月期第1四半期 2,787 △8.0 △212 ― △212 ― △140 ―

4年3月期第1四半期 3,028 ― △387 ― △387 ― △275 ―

（注）包括利益 5年3月期第1四半期　　△139百万円 （―％） 4年3月期第1四半期　　△274百万円 （―％）

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

5年3月期第1四半期 △37.21 ―

4年3月期第1四半期 △72.97 ―

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を前第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、令和４年３月期第１四
半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、対前年同四半期増減率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 ％

5年3月期第1四半期 15,319 11,346 74.1

4年3月期 15,685 11,637 74.2

（参考）自己資本 5年3月期第1四半期 11,346百万円 4年3月期 11,637百万円

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

4年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

5年3月期 ―

5年3月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

（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. 令和 5年 3月期の連結業績予想（令和 4年 4月 1日～令和 5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 14,100 9.2 160 ― 190 ― 130 ― 34.38

（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）当社は年次での業務管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しています。



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会

計処理の適用）」をご覧ください。

(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 ： 有

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） 5年3月期1Q 3,935,000 株 4年3月期 3,935,000 株

② 期末自己株式数 5年3月期1Q 153,481 株 4年3月期 153,481 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 5年3月期1Q 3,781,519 株 4年3月期1Q 3,781,547 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、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当たっての注意事項等については、添付資料３ページ「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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区分

前第１四半期連結累計期間

（自　令和３年４月１日

　　至　令和３年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　令和４年４月１日

　　至　令和４年６月30日）
増減額 増減率

金額 構成比 金額 構成比

化粧品

％ ％ ％

基礎化粧品 2,138,437 70.6  1,912,481 68.6 △225,955 △10.6

メイクアップ化粧品 203,472 6.7  177,066 6.3 △26,406 △13.0

トイレタリー 108,770 3.6  138,114 5.0 29,344 27.0

その他（注）１ 22,162 0.7  4,489 0.2 △17,673 △79.7

小計 2,472,843 81.6 2,232,152 80.1 △240,691 △9.7

栄養補助食品・雑貨等 555,758 18.4  555,027 19.9 △730 △0.1

化粧品・栄養補助食品等 小計 3,028,601 100.0  2,787,179 100.0 △241,422 △8.0

その他（注）２ 25 0.0  11 0.0 △14 △55.7

合計 3,028,627 100.0  2,787,190 100.0 △241,436 △8.0

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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症におけるワクチン接種促進等によ

り、新規感染者数は減少傾向が見られ、経済の回復が期待されておりました。当社グループにおいては、人流の増

加により、前年同期比では直営店、国内のその他卸売において部分的に回復が見られました。しかしながらウクラ

イナ情勢による地政学的リスクに伴う原材料価格の高騰、更なるインフレ懸念等の影響により、国内の景気の先行

きは不透明感が強まっており、消費マインドの冷え込みによる影響は今もなお続いております。

　厳しい経済環境が長期化する中、ブランド認知向上及び商品理解促進のための新たな体験の場を創出し、オンラ

インショップの利用者を含め幅広い顧客層へのサービス向上を目指した店舗展開として、ＨＡＢＡ ＬＡＢＯ 銀座

（令和３年８月）に続き、令和４年４月24日に「ＨＡＢＡ ＬＡＢＯ 表参道」を青山エリアに新規オープンしまし

た。当社グループでは、令和５年３月期を初年度とする中期経営計画（2022年～2024年）に基づいた事業活動を推

進し、中長期的な視点から持続的成長と企業価値向上に向けた収益基盤の構築を目指し取り組みを開始しておりま

す。

　このような状況の下、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、2,787,190千円（前年同四半期

比8.0％減）となりました。

　品目別売上の基礎化粧品は1,912,481千円（同10.6％減）、メイクアップ化粧品は177,066千円（同13.0％減）、

トイレタリーは138,114千円（同27.0％増）、栄養補助食品・雑貨等は555,027千円（同0.1％減）となりました。

　販売ルート別売上では、通信販売が1,562,090千円（同9.3％減）、百貨店向卸売は235,583千円（同14.1％

減）、その他卸売859,818千円（同7.8％減）、直営店129,687千円（同31.7％増）となりました。

　売上原価は、861,488千円（同11.4％減）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

733,864千円（同22.7％減）、その他経費が1,404,310千円（同6.0％減）、合計で2,138,175千円（同12.5％減）と

なりました。

　これらの結果、営業損失は212,472千円（前年同四半期は営業損失387,277千円）、経常損失は212,896千円（前

年同四半期は経常損失387,606千円）、法人税等調整額△79,664千円を計上した結果、親会社株主に帰属する四半

期純損失は140,692千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失275,927千円）となっております。

　品目別売上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（注）１．期間を限定して提供するキャンペーンセット品等が主なものです。

２．カルチャーセンター等の売上が主なものです。
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区分

前第１四半期連結累計期間

（自　令和３年４月１日

　　至　令和３年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　令和４年４月１日

　　至　令和４年６月30日）
増減額 増減率

金額 構成比 金額 構成比

販　売

ルート

％ ％ ％

通信販売 1,722,818 56.9  1,562,090 56.0 △160,728 △9.3

百貨店向卸売 274,475 9.1  235,583 8.5 △38,892 △14.1

その他卸売 932,870 30.8  859,818 30.8 △73,051 △7.8

直営店 98,436 3.2  129,687 4.7 31,250 31.7

合計 3,028,601 100.0  2,787,179 100.0 △241,422 △8.0

　販売ルート別売上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（注）１．上記の合計表は、「品目別売上」の「化粧品・栄養補助食品等　小計」売上に対して記載しています。

（２）財政状態に関する説明

　 （資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比較して316,506千円減少し、9,755,411千円となりました。これは主として、

現金及び預金、売掛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49,360千円減少し、5,564,157千円となりました。これは主として、

繰延税金資産が増加したものの、差入保証金が返還により減少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56,496千円減少し、2,475,263千円となりました。これは主として、

未払金が増加したものの、買掛金、短期借入金及び未払消費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18,623千円減少し、1,497,382千円となりました。これは主として、

長期借入金が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290,746千円減少し、11,346,922千円となりました。これは主として利

益剰余金が減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　令和５年３月期の業績予想につきましては、令和４年５月11日に公表しました連結業績予想に変更はありませ

ん。なお、新型コロナウイルス感染症による影響は不確実性が高いため、収束状況により連結業績予想を修正する

必要が生じた場合は速やかに公表いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,651,289 5,278,607

売掛金 1,146,837 1,082,030

商品及び製品 1,284,378 1,276,017

仕掛品 28,542 22,428

原材料及び貯蔵品 1,838,397 1,892,183

その他 143,451 223,893

貸倒引当金 △20,979 △19,750

流動資産合計 10,071,917 9,755,411

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,018,559 5,030,402

減価償却累計額 △2,527,508 △2,566,703

建物及び構築物（純額） 2,491,051 2,463,698

機械装置及び運搬具 1,991,947 2,010,114

減価償却累計額 △1,594,598 △1,626,867

機械装置及び運搬具（純額） 397,348 383,247

工具、器具及び備品 1,222,773 1,235,999

減価償却累計額 △1,028,938 △1,046,090

工具、器具及び備品（純額） 193,834 189,908

土地 1,573,134 1,573,134

有形固定資産合計 4,655,369 4,609,988

無形固定資産

ソフトウエア 320,081 284,649

その他 26,102 22,896

無形固定資産合計 346,183 307,546

投資その他の資産

投資有価証券 6,452 6,242

繰延税金資産 234,846 315,968

差入保証金 333,168 287,542

その他 37,497 36,868

投資その他の資産合計 611,964 646,622

固定資産合計 5,613,517 5,564,157

資産合計 15,685,434 15,319,568

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 336,159 273,111

短期借入金 300,000 200,000

１年内返済予定の長期借入金 785,040 808,742

未払金 668,715 777,347

未払法人税等 31,234 28,659

未払消費税等 92,112 24,358

契約負債 204,422 214,005

その他 114,075 149,038

流動負債合計 2,531,759 2,475,263

固定負債

長期借入金 1,472,843 1,445,881

その他 43,163 51,501

固定負債合計 1,516,006 1,497,382

負債合計 4,047,766 3,972,646

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 11,257,819 10,965,866

自己株式 △1,135,943 △1,135,943

株主資本合計 11,630,896 11,338,943

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,462 1,316

為替換算調整勘定 5,310 6,662

その他の包括利益累計額合計 6,772 7,979

純資産合計 11,637,668 11,346,922

負債純資産合計 15,685,434 15,319,568
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日

　至　令和３年６月30日)

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

売上高 3,028,627 2,787,190

売上原価 972,287 861,488

売上総利益 2,056,339 1,925,702

販売費及び一般管理費 2,443,616 2,138,175

営業損失（△） △387,277 △212,472

営業外収益

受取利息 10 11

受取配当金 84 98

受取賃貸料 207 207

未払配当金除斥益 373 481

還付加算金 633 37

その他 942 888

営業外収益合計 2,251 1,724

営業外費用

支払利息 2,091 1,619

その他 489 528

営業外費用合計 2,580 2,148

経常損失（△） △387,606 △212,896

特別利益

固定資産売却益 1,973 －

助成金収入 ※１ 29,561 ※１ 13,924

特別利益合計 31,535 13,924

特別損失

固定資産除却損 894 0

臨時休業による損失 ※２ 25,368 －

特別損失合計 26,263 0

税金等調整前四半期純損失（△） △382,334 △198,972

法人税、住民税及び事業税 △10,444 21,384

法人税等調整額 △95,961 △79,664

法人税等合計 △106,406 △58,280

四半期純損失（△） △275,927 △140,692

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △275,927 △140,692

（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）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日

　至　令和３年６月30日)

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

四半期純損失（△） △275,927 △140,692

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 39 △145

為替換算調整勘定 1,172 1,352

その他の包括利益合計 1,212 1,206

四半期包括利益 △274,715 △139,485

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △274,715 △139,485

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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）

　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和３年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

て適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　当第１四半期連結累計期間は、新型コロナウイルス感染症におけるワクチン接種促進等の影響により、新規感染

者数は減少傾向が見られております。アフターコロナを見据え、穏やかに回復するとの仮定を置き会計上の見積り

を行っております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は不確実性もある事から、今後経済環境等への影響により、当

社グループの事業環境に変化が生じた場合には、将来において損失が発生する場合があります。

（四半期連結損益計算書関係）

　※１　助成金収入

　　　　雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）であります。

　※２　臨時休業による損失

　新型コロナウイルス感染症に対する政府、地方自治体からの各種要請等により、百貨店、ショッピングセン

ター等の臨時休業が行われております。これに伴う店舗の臨時休業期間中に発生した固定費（人件費、減価償

却費等）を特別損失として計上しております。

（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（自令和３年４月１日　至令和３年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　

令和４年４月１日　至令和４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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