
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年8月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ハーバー研究所 上場取引所 大 
コード番号 4925 URL http://www.haba.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 菅原 壽憲
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務・経理部担当ディレクター （氏名） 古俣 徳康 TEL 03-5296-6250
四半期報告書提出予定日 平成24年8月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第1四半期 2,825 4.3 △138 ― △138 ― △111 ―
24年3月期第1四半期 2,709 △4.7 44 ― 52 ― △61 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △112百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △57百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △28.44 ―
24年3月期第1四半期 △15.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 14,078 5,534 39.3
24年3月期 14,728 5,725 38.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,534百万円 24年3月期  5,725百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 20.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 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 14,500 6.8 1,380 33.3 1,300 30.0 650 20.8 165.23

 



(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  

(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）３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （2）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 

 詳細は、（添付資料）３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 3,935,000 株 24年3月期 3,935,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,228 株 24年3月期 1,177 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,933,798 株 24年3月期1Q 3,933,823 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

      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、2,825,832千円（前年同期比104.3％）となりました。

    昨年より提唱している正しい化粧法をさらに普及させ、新規顧客の大幅な増加を図るため、本年５月に化粧水を

中心に一部商品を値下げいたしました。この値下げの影響により顧客の購入単価が低下し、品目別売上高では、

基礎化粧品は1,548,914千円（前年同期比87.2％）、メイクアップ化粧品は300,716千円（前年同期比93.4％）、

トイレタリーは137,324千円（前年同期比117.1％）、栄養補助食品・雑貨等は765,955千円（前年同期比

178.2％）となりました。 

    販売ルート別では、通販が1,669,396千円（前年同期比85.9％）、百貨店は240,387千円（前年同期比79.8％）、

直営店は163,749千円（前年同期比85.0％）、その他卸売りは、卸売り中心の株式会社エイチプラスビイ・ライフ

サイエンスの寄与により719,994千円（前年同期比302.3％）となりました。 

    売上原価は、卸売り比率の増加と一部商品の値下げにより727,548千円（前年同期比154.5％）、販売費及び一般

管理費は、広告宣伝・販売促進費が822,005 千円（前年同期比106.6％）、その他の販売費及び一般管理費は

1,414,459千円（前年同期比99.4％）、合計で2,236,465千円（前年同期比102.0％）となりました。 

    これらの結果、営業損失は138,181千円、経常損失は138,948千円となりました。繰延税金資産の積み増しがあ

り、四半期純損失は111,888千円となりました。 
   
品目別実績                                         （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．ハーバーガーデン（ゴルフ練習場、カルチャーセンター等）等の売上が主なものです。 

     ３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 
   

販売ルート別実績                                      （単位：千円）

    （注）１．上記の合計表には、ハーバーガーデン等の売上は含まれていません。  

     ２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

区分  
平成23年６月期 平成24年６月期 

増減額 増減率 
金額 構成比 金額 構成比 

化粧品 

  

基礎化粧品  1,775,584

 ％

65.6

  

1,548,914

 ％

54.8

 

 △226,669

％

△12.8

メイクアップ化粧品  321,853 11.9 300,716 10.7  △21,136 △6.6

トイレタリー  117,222 4.3 137,324 4.9  20,102 17.1

その他（注）１  30,742 1.1 40,616 1.4  9,873 32.1

小計  2,245,402 82.9 2,027,571 71.8  △217,830 △9.7

栄養補助食品・雑貨等  429,844 15.9 765,955 27.1  336,110 78.2

化粧品・栄養補助食品等 小計  2,675,247 98.8 2,793,527 98.9  118,279 4.4

その他（注）２  33,854 1.2 32,305 1.1  △1,549 △4.6

合計  2,709,101 100.0 2,825,832 100.0  116,730 4.3

区分 
平成23年６月期 平成24年６月期 

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 

  

1,943,035

％

72.6 1,669,396

％

59.8

 

 △273,639

％

△14.1

百貨店向卸売 301,346 11.3 240,387 8.6  △60,959 △20.2

その他卸売 238,147 8.9 719,994 25.8  481,846 202.3

直営店 192,718 7.2 163,749 5.8  △28,968 △15.0

合計 2,675,247 100.0 2,793,527 100.0  118,279 4.4
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は14,078,233千円となり、前連結会計年度末と比較して650,750千

円の減少となりました。また、負債合計は8,543,901千円となり、前連結会計年度末と比較して459,866千円の減少

となりました。純資産は5,534,332千円となり、前連結会計年度末と比較して、190,884千円の減少となりまし

た。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成25年３月期の業績予想につきましては、正しい化粧法の普及による新規顧客の増加によって、売上が増加

すると見込んでおり、平成24年５月14日に公表いたしました業績予想を据え置いております。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。  

   

（２）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。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  減価償却方法の変更 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しています。 

  当該変更による、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影

響は軽微です。   

  

 該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,610,327 3,258,154

受取手形及び売掛金 1,576,303 1,251,014

商品及び製品 1,212,232 1,269,124

仕掛品 48,104 63,382

原材料及び貯蔵品 648,165 647,133

繰延税金資産 310,868 372,841

その他 372,132 424,711

貸倒引当金 △14,607 △10,856

流動資産合計 7,763,526 7,275,507

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,012,727 4,001,420

減価償却累計額 △1,565,182 △1,594,484

建物及び構築物（純額） 2,447,545 2,406,935

機械装置及び運搬具 1,100,179 1,101,395

減価償却累計額 △944,401 △955,960

機械装置及び運搬具（純額） 155,778 145,435

工具、器具及び備品 868,742 869,748

減価償却累計額 △600,632 △618,757

工具、器具及び備品（純額） 268,110 250,991

土地 2,593,697 2,593,697

建設仮勘定 15,525 14,548

その他 9,706 9,706

減価償却累計額 △2,911 △3,397

その他（純額） 6,794 6,309

有形固定資産合計 5,487,451 5,417,918

無形固定資産   

のれん 947,680 881,819

その他 131,275 130,150

無形固定資産合計 1,078,955 1,011,970

投資その他の資産   

投資有価証券 9,247 8,959

繰延税金資産 135,040 129,407

差入保証金 196,809 172,344

その他 162,476 166,649

貸倒引当金 △104,523 △104,523

投資その他の資産合計 399,050 372,838

固定資産合計 6,965,457 6,802,726

資産合計 14,728,984 14,078,233
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 822,529 596,082

短期借入金 3,020,000 2,750,000

1年内返済予定の長期借入金 859,504 869,304

未払金 849,454 924,458

未払法人税等 38,810 28,245

賞与引当金 57,987 －

ポイント引当金 143,218 170,112

その他 135,539 184,288

流動負債合計 5,927,043 5,522,491

固定負債   

長期借入金 2,653,436 2,645,110

退職給付引当金 207,477 220,158

役員退職慰労引当金 1,583 1,583

その他 214,228 154,558

固定負債合計 3,076,725 3,021,410

負債合計 9,003,768 8,543,901

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 4,217,158 4,026,593

自己株式 △824 △958

株主資本合計 5,725,353 5,534,655

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △137 △322

その他の包括利益累計額合計 △137 △322

純資産合計 5,725,216 5,534,332

負債純資産合計 14,728,984 14,078,233
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,709,101 2,825,832

売上原価 470,873 727,548

売上総利益 2,238,228 2,098,284

販売費及び一般管理費 2,193,593 2,236,465

営業利益又は営業損失（△） 44,634 △138,181

営業外収益   

受取利息 192 163

受取配当金 160 53

受取賃貸料 7,272 7,227

保険解約返戻金 18,818 －

受取保険金 － 14,292

その他 4,132 2,196

営業外収益合計 30,577 23,934

営業外費用   

支払利息 18,888 19,743

その他 3,670 4,958

営業外費用合計 22,558 24,701

経常利益又は経常損失（△） 52,653 △138,948

特別利益   

固定資産売却益 199 75

特別利益合計 199 75

特別損失   

固定資産除却損 18,583 2,652

投資有価証券売却損 6,054 －

特別損失合計 24,637 2,652

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

28,215 △141,525

法人税、住民税及び事業税 57,073 18,423

法人税等調整額 33,116 △48,059

法人税等合計 90,190 △29,636

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △61,974 △111,888

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △61,974 △111,888
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △61,974 △111,888

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,095 △185

その他の包括利益合計 4,095 △185

四半期包括利益 △57,878 △112,074

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △58,560 △112,074

少数株主に係る四半期包括利益 681 －
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

    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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等
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