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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

 当第３四半期連結累計期間の当社グループ連結売上高は、11,468,434千円（前年同期比12.3％増）となりまし

た。

 本年度は通信販売、店舗販売及び流通事業の主要地域エリアでの広告戦略の最適化を行い、販売促進イベントと

の相乗効果を図りました。その結果、新規客が順調に増加し、品目別売上の基礎化粧品は7,958,510千円（同

20.4％増）、メイクアップ化粧品は965,782千円（同22.4％増）、トイレタリーは442,769千円（同3.8％減）、栄

養補助食品・雑貨等は1,923,099千円（同2.7％減）となりました。また、化粧品その他の175,730千円（同52.3％

減）は、前年度に「夏の福袋」の販売を限定的に行ったことによるものです。

 販売ルート別売上では、通信販売が5,922,606千円（同6.2％増）、百貨店向卸売が1,623,105千円（同23.5％

増）、その他卸売が3,237,376千円（同21.5％増）、直営店は682,805千円（同5.4％増）となりました。 

 売上原価は2,779,710千円（同10.3％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

3,287,944千円（同11.3％増）、その他経費が4,368,203千円（同1.7％増）、合計7,656,148千円（同5.6％増）と

なっております。

 これらの結果、営業利益は1,032,575千円（同134.2％増）、経常利益1,013,357千円（同119.0％増）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は647,599千円（同96.4％増）となりました。

 

  品目別売上                                        （単位：千円）

区分
平成27年12月期 平成28年12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 6,612,156 64.8 7,958,510 69.4 1,346,354 20.4

メイクアップ化粧品 788,963 7.7 965,782 8.4 176,819 22.4

トイレタリー 460,170 4.5 442,769 3.9 △17,400 △3.8

その他（注）１ 368,742 3.6 175,730 1.5 △193,011 △52.3

小計 8,230,032 80.6 9,542,794 83.2 1,312,761 16.0

栄養補助食品・雑貨等 1,976,398 19.4 1,923,099 16.8 △53,299 △2.7

化粧品・栄養補助食品等 小計 10,206,431 100.0 11,465,893 100.0 1,259,462 12.3

その他（注）２ 2,871 0.0 2,540 0.0 △330 △11.5

合計 10,209,302 100.0 11,468,434 100.0 1,259,131 12.3

（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。

   ３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

 

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

区分
平成27年12月期 平成28年12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 5,578,834 54.7 5,922,606 51.6 343,771 6.2

百貨店向卸売 1,314,656 12.9 1,623,105 14.2 308,448 23.5

その他卸売 2,665,200 26.1 3,237,376 28.2 572,176 21.5

直営店 647,739 6.3 682,805 6.0 35,065 5.4

合計 10,206,431 100.0 11,465,893 100.0 1,259,462 12.3

（注）１．上記の合計表は、「品目別売上」の「その他」を除いた「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．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

 

- 2 -

㈱ハーバー研究所（4925）平成29年３月期　第３四半期決算短信



（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100,646千円減少し、7,842,506千円となりました。これは主として、

原材料及び貯蔵品が増加した一方で、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460,006千円増加し、5,305,346千円となりました。これは主として、

新基幹システムの導入を行ったためソフトウェア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224,585千円減少し、3,669,786千円となりました。これは主として、

短期借入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15,942千円増加し、1,541,434千円となりました。これは主として、

長期借入金の借入により増加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568,002千円増加し、7,936,631千円となりました。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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成29年３月期の業績予想につきましては、平成28年５月11日に公表しました業績予想に変更はありません。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 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３四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

 会計方針の変更

 （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

  法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。

  なお、当該会計方針の変更による当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であ

ります。

 

（４）追加情報

   （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

    「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しています。

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

 該当事項はありません。
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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28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,829,852 2,732,258 

受取手形及び売掛金 1,967,582 1,994,385 

商品及び製品 1,239,668 1,470,438 

仕掛品 49,581 83,714 

原材料及び貯蔵品 601,213 1,192,744 

繰延税金資産 195,664 207,313 

その他 74,880 185,349 

貸倒引当金 △15,289 △23,696 

流動資産合計 7,943,153 7,842,506 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 3,760,464 3,783,375 

減価償却累計額 △1,700,638 △1,807,195 

建物及び構築物（純額） 2,059,826 1,976,179 

機械装置及び運搬具 1,439,440 1,595,593 

減価償却累計額 △933,223 △1,017,762 

機械装置及び運搬具（純額） 506,216 577,831 

工具、器具及び備品 875,979 1,029,173 

減価償却累計額 △679,114 △750,631 

工具、器具及び備品（純額） 196,865 278,542 

土地 1,492,100 1,492,100 

建設仮勘定 16,659 30,667 

有形固定資産合計 4,271,667 4,355,321 

無形固定資産    

のれん 23,443 － 

ソフトウエア 192,413 602,364 

その他 116,428 105,292 

無形固定資産合計 332,284 707,657 

投資その他の資産    

投資有価証券 5,252 6,809 

繰延税金資産 15,138 15,535 

差入保証金 202,935 202,268 

その他 18,060 17,753 

投資その他の資産合計 241,387 242,367 

固定資産合計 4,845,339 5,305,346 

資産合計 12,788,493 13,147,852 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 401,001 490,588 

短期借入金 1,050,000 700,000 

1年内返済予定の長期借入金 798,565 827,286 

未払金 697,832 1,031,169 

未払法人税等 398,740 153,143 

ポイント引当金 321,642 304,712 

その他 226,590 162,887 

流動負債合計 3,894,372 3,669,786 

固定負債    

長期借入金 1,450,840 1,460,443 

繰延税金負債 40,822 48,311 

その他 33,829 32,680 

固定負債合計 1,525,492 1,541,434 

負債合計 5,419,864 5,211,221 

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 5,856,101 6,425,028 

自己株式 △1,302 △1,302 

株主資本合計 7,363,819 7,932,745 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 382 1,463 

為替換算調整勘定 4,427 2,423 

その他の包括利益累計額合計 4,809 3,886 

純資産合計 7,368,628 7,936,631 

負債純資産合計 12,788,493 13,147,852 
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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 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 10,209,302 11,468,434 

売上原価 2,519,165 2,779,710 

売上総利益 7,690,137 8,688,723 

販売費及び一般管理費 7,249,321 7,656,148 

営業利益 440,815 1,032,575 

営業外収益    

受取利息 135 18 

受取配当金 155 141 

受取保険金 63 2,007 

受取賃貸料 1,737 1,737 

助成金収入 50,369 1,170 

その他 7,335 4,547 

営業外収益合計 59,795 9,621 

営業外費用    

支払利息 31,289 20,770 

その他 6,634 8,068 

営業外費用合計 37,924 28,839 

経常利益 462,686 1,013,357 

特別利益    

固定資産売却益 170,729 131 

特別利益合計 170,729 131 

特別損失    

固定資産除却損 15,746 3,220 

解約違約金 21,000 － 

特別損失合計 36,746 3,220 

税金等調整前四半期純利益 596,670 1,010,268 

法人税、住民税及び事業税 176,565 367,701 

法人税等調整額 90,436 △5,033 

法人税等合計 267,001 362,668 

四半期純利益 329,668 647,599 

親会社株主に帰属する四半期純利益 329,668 647,599 
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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 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 329,668 647,599 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 57 1,080 

為替換算調整勘定 △206 △2,004 

その他の包括利益合計 △148 △923 

四半期包括利益 329,519 646,676 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 329,519 646,676 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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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。

 

（セグメント情報等）

 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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