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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第２四半期 21,288 10.1 2,372 51.9 2,374 59.2 1,463 70.7

2022年３月期第２四半期 19,329 30.7 1,561 － 1,492 － 857 －
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 1,474百万円( 51.1％) 2022年３月期第２四半期 975百万円( －％)
　

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

2023年３月期第２四半期 45.48 44.94

2022年３月期第２四半期 26.71 26.43
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年３月期第２四半期 46,868 25,881 54.7 789.71

2022年３月期 46,510 24,596 52.4 758.47
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 25,617百万円 2022年３月期 24,367百万円
　

　

　

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

2022年３月期 － 14.00 － 14.00 28.00

2023年３月期 － 14.00

2023年３月期(予想) － 14.00 28.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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 42,814 5.9 3,126 3.5 3,106 2.2 1,698 41.0 52.77
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

業績予想の修正については、本日（2022年10月28日）公表いたしました「2023年３月期業績予想の修正に関するお
知らせ」をご覧ください。

　　



※ 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

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　

（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 ： 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

（注）詳細は、添付資料Ｐ９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（会計方針の変更）」に記載しております。

（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) 2023年３月期２Ｑ 34,393,200株 2022年３月期 34,393,200株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 1,953,939株 2022年３月期 2,266,339株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 32,182,425株 2022年３月期２Ｑ 32,101,675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

（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在まで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あたっての注意事項等については、添付資料Ｐ３「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

当期の経営成績

当第２四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拡大による活動制限の緩和に

伴い、個人消費持ち直しの動きが見られるものの、ウクライナ情勢の長期化に伴う原油、原材料価格の高騰や

急激な円安の進行が個人消費に影響を及ぼしており、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社では、中期３ヵ年計画「アートネイチャーChallengeプラン」最終年度となり、

前年度同様、既存領域を拡充するとともに、新事業の領域を更に拡大し「次代を切り拓くアートネイチャー」

の礎を築いていくため、「業績伸長」「新領域の開拓」「採用の強化」「人財の育成」「市場との対話」「業

務の刷新」の６つの「重点チャレンジ施策」を実践してまいりました。また、引き続き、新型コロナウイルス

感染症の予防対策を徹底し、事業活動を実施してまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、21,288百万円(前年同四半期比10.1％増)となりました。

また、利益面では売上高の増加により、営業利益は2,372百万円(同51.9％増)、経常利益は2,374百万円(同59.2

％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,463百万円(同70.7％増)となりました。

セグメント別の売上高の状況は次のとおりです。

＜男性向け売上高＞

男性向け売上高については、新商品の販売や顧客定着策の推進等を実施した結果、11,556百万円(前年同四半

期比4.3%増)となりました。

＜女性向け売上高＞

女性向け売上高については、新商品の好調な販売や展示試着会数及び販売数の増加により6,749百万円(同

18.8%増)となりました。

＜女性向け既製品売上高＞

女性向け既製品売上高については、入居する商業施設の来店客数増加による販売数の増加等により2,084百万

円（同15.7%増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比357百万円増加し、46,868百万円となりました。

これは、現金及び預金、商品及び製品が増加したこと等により流動資産が188百万円増加し、有形固定資産の増加

等により固定資産が168百万円増加したことによるものです。

(負債)

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比927百万円減少し、20,986百万円となりました。こ

れは、未払金、前受金が減少したこと等により流動負債が872百万円減少したこと等によるものです。

(純資産)

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比1,284百万円増加し、25,881百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が増加したこと等によるものです。

② 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各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、第

２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末比94

百万円増加し、19,546百万円となりました。

（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2,362百万円に加え、減価償却費386百万円、売上債権の減少611百万円があった一

方、法人税等の支払805百万円、棚卸資産の増加509百万円、前受金の減少639百万円等により、1,476百万円の資

金収入(前年同四半期は550百万円の資金収入)となりました。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有形固定資産の取得による支出747百万円、長期貸付けによる支出100百万円等により、999百万円の資金支出

(前年同四半期は649百万円の資金支出)となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払449百万円等により、459百万円の資金支出(前年同四半期は464百万円の資金支出)となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の連結業績予想につきましては、本日（2022年10月28日）付で修正いたしました。修正の詳細に

つきましては、同日公表の「2023年３月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：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,546 19,649

売掛金 3,066 2,466

有価証券 23 26

商品及び製品 3,050 3,444

仕掛品 182 187

原材料及び貯蔵品 1,195 1,354

その他 964 1,086

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 28,021 28,210

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,779 4,789

その他（純額） 3,915 4,159

有形固定資産合計 8,694 8,949

無形固定資産

のれん 233 186

その他 441 425

無形固定資産合計 674 612

投資その他の資産

その他 9,512 9,580

貸倒引当金 △393 △485

投資その他の資産合計 9,119 9,095

固定資産合計 18,488 18,657

資産合計 46,510 46,868
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 320 634

未払金 2,288 1,614

未払法人税等 929 998

前受金 6,502 5,862

賞与引当金 1,053 1,061

役員賞与引当金 145 75

商品保証引当金 36 39

その他 2,961 3,078

流動負債合計 14,237 13,365

固定負債

退職給付に係る負債 4,170 4,273

資産除去債務 1,547 1,580

その他 1,959 1,768

固定負債合計 7,676 7,621

負債合計 21,914 20,986

純資産の部

株主資本

資本金 3,667 3,667

資本剰余金 3,557 3,607

利益剰余金 18,307 19,321

自己株式 △1,272 △1,096

株主資本合計 24,260 25,499

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 62 △19

為替換算調整勘定 14 102

退職給付に係る調整累計額 29 35

その他の包括利益累計額合計 106 117

新株予約権 217 251

非支配株主持分 12 12

純資産合計 24,596 25,881

負債純資産合計 46,510 46,868
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 19,329 21,288

売上原価 6,310 6,792

売上総利益 13,019 14,496

販売費及び一般管理費 11,457 12,123

営業利益 1,561 2,372

営業外収益

受取利息 23 21

投資事業組合運用益 10 －

為替差益 － 69

助成金収入 9 1

その他 23 17

営業外収益合計 66 109

営業外費用

為替差損 2 －

貸倒引当金繰入額 116 92

支払保証料 12 10

その他 5 4

営業外費用合計 136 107

経常利益 1,492 2,374

特別損失

固定資産除却損 － 0

減損損失 4 11

特別損失合計 4 11

税金等調整前四半期純利益 1,487 2,362

法人税、住民税及び事業税 651 874

法人税等調整額 △17 22

法人税等合計 633 897

四半期純利益 853 1,465

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△3 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 857 1,463
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 853 1,465

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29 △82

為替換算調整勘定 77 85

退職給付に係る調整額 14 6

その他の包括利益合計 121 9

四半期包括利益 975 1,474

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 979 1,474

非支配株主に係る四半期包括利益 △3 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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 1,487 2,362

減価償却費 425 386

減損損失 4 11

のれん償却額 86 46

貸倒引当金の増減額（△は減少） 115 91

賞与引当金の増減額（△は減少） 23 8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △55 △70

商品保証引当金の増減額（△は減少） 5 3

ポイント引当金の増減額（△は減少） △107 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 114 111

受取利息 △23 △21

固定資産除却損 － 0

売上債権の増減額（△は増加） 387 611

棚卸資産の増減額（△は増加） △285 △509

仕入債務の増減額（△は減少） △9 307

助成金収入 △9 △1

前受金の増減額（△は減少） △372 △639

その他 △346 △442

小計 1,438 2,256

利息の受取額 26 23

法人税等の支払額 △924 △805

法人税等の還付額 0 －

助成金の受取額 9 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 550 1,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △388 △747

無形固定資産の取得による支出 △34 △77

長期貸付けによる支出 △150 △100

長期貸付金の回収による収入 0 0

敷金及び保証金の差入による支出 △81 △79

敷金及び保証金の回収による収入 27 57

その他 △22 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー △649 △999

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △15 △10

配当金の支払額 △449 △449

財務活動によるキャッシュ・フロー △464 △459

現金及び現金同等物に係る換算差額 40 76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △523 94

現金及び現金同等物の期首残高 18,984 19,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,461 19,546
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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）

該当事項はありません。

（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」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を、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

適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


