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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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 ％

2021年３月期第３四半期 25,387 △12.6 1,106 △52.1 1,266 △46.5 667 △54.0

2020年３月期第３四半期 29,049 5.8 2,309 1.9 2,368 1.8 1,449 1.9
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 843百万円( △43.7％) 2020年３月期第３四半期 1,497百万円( 12.9％)
　

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

2021年３月期第３四半期 20.61 20.42

2020年３月期第３四半期 44.51 44.20
　

　

（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

2021年３月期第３四半期 46,702 25,321 53.8 775.93

2020年３月期 43,163 25,337 58.3 777.92
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 25,127百万円 2020年３月期 25,179百万円
　

　

　

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

2020年３月期 － 14.00 － 14.00 28.00

2021年３月期 － 14.00 －

2021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
　　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 35,578 △9.9 1,406 △51.8 1,639 △45.5 492 △68.1 15.20
(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（2021年１月29日）公表いたしました「2021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 ： 無

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) 2021年３月期３Ｑ 34,393,200株 2020年３月期 34,393,200株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 2,009,039株 2020年３月期 2,026,239株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 32,373,456株 2020年３月期３Ｑ 32,558,204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２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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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３四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の感染拡大により経済活動が

大幅に制限されるなか、企業収益や景況感の悪化、個人消費の減退など厳しい状況で推移しております。また、

足元では新規感染者が急増し、一部の地域では「緊急事態宣言」が再発出されるなど先行きは極めて不透明な

状況で推移しております。

このような状況のもと、当社では、本年度を初年度とする中期３ヵ年計画「アートネイチャーChallengeプラ

ン」を策定し、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て「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。

業績面においては、新型コロナウイルス感染症の拡大によるフィリピンでの生産工場の一時的な休止や国内

の一部店舗の休業等により当第２四半期連結累計期間まで大きな影響を受けた一方、当第３四半期連結会計期

間においては、その影響が解消されつつあるため、売上高、利益ともに前年同四半期を上回りました。その結

果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、25,387百万円(前年同四半期比12.6％減)となりました。また、利

益面では広告宣伝費をはじめとした販売費の抑制、その他管理費の節減に努めたものの、当第２四半期連結累

計期間までの売上高の落ち込みをカバーするまでには至らず、営業利益は1,106百万円(同52.1％減)、経常利益

は1,266百万円(同46.5％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は667百万円(同54.0％減)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、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うフィリピンでの生産工場の一時的な休止

等の影響を受け、主にオーダーメードかつらの売上が減少したこと等により15,253百万円(前年同四半期比7.3

％減)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、男性向け売上高同様、フィリピンでの生産工場の一時的な休止等の影響に加え、

時短営業及び来店顧客数の減少等により6,591百万円(同25.3％減)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休業等の影響により、2,501百万円(同9.3％減)とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比3,539百万円増加し、46,702百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が増加したこと等により流動資産が3,786百万円増加した一方、無形固定資産の減少

等により固定資産が247百万円減少したことによるものです。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比3,555百万円増加し、21,381百万円となりまし

た。これは、未払金、未払法人税等が減少した一方、短期借入金、前受金が増加したこと等により流動負債が

3,421百万円増加したこと等によるものです。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比16百万円減少し、25,321百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が減少したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、本日（2021年１月29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「2021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
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,096 20,908

売掛金 2,887 2,846

有価証券 22 23

商品及び製品 2,095 2,368

仕掛品 143 150

原材料及び貯蔵品 1,312 1,160

その他 1,003 888

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 24,553 28,340

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,015 5,034

その他（純額） 4,083 3,986

有形固定資産合計 9,099 9,021

無形固定資産

のれん 774 645

その他 648 523

無形固定資産合計 1,422 1,168

投資その他の資産

その他 8,143 8,231

貸倒引当金 △55 △58

投資その他の資産合計 8,087 8,173

固定資産合計 18,610 18,362

資産合計 43,163 46,702
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 218 290

短期借入金 － 3,000

未払金 2,140 1,308

未払法人税等 574 430

前受金 5,270 6,860

賞与引当金 954 458

役員賞与引当金 100 112

商品保証引当金 38 29

ポイント引当金 96 106

その他 1,130 1,346

流動負債合計 10,523 13,944

固定負債

退職給付に係る負債 3,935 4,022

資産除去債務 1,452 1,493

その他 1,914 1,920

固定負債合計 7,302 7,437

負債合計 17,825 21,381

純資産の部

株主資本

資本金 3,667 3,667

資本剰余金 3,558 3,558

利益剰余金 19,141 18,902

自己株式 △1,099 △1,089

株主資本合計 25,268 25,038

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △49 91

為替換算調整勘定 37 43

退職給付に係る調整累計額 △76 △45

その他の包括利益累計額合計 △89 89

新株予約権 145 182

非支配株主持分 13 10

純資産合計 25,337 25,321

負債純資産合計 43,163 46,702
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 29,049 25,387

売上原価 9,150 8,731

売上総利益 19,899 16,655

販売費及び一般管理費 17,590 15,548

営業利益 2,309 1,106

営業外収益

受取利息 53 39

為替差益 3 －

助成金収入 － 160

その他 40 32

営業外収益合計 97 232

営業外費用

支払利息 1 6

為替差損 － 28

支払保証料 28 23

その他 8 15

営業外費用合計 38 73

経常利益 2,368 1,266

特別利益

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失

固定資産除却損 0 0

減損損失 11 24

特別損失合計 11 24

税金等調整前四半期純利益 2,357 1,243

法人税、住民税及び事業税 717 436

法人税等調整額 190 142

法人税等合計 907 579

四半期純利益 1,449 664

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（△）

0 △2

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,449 667
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 1,449 664

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35 141

為替換算調整勘定 △17 7

退職給付に係る調整額 30 30

その他の包括利益合計 47 179

四半期包括利益 1,497 843

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,497 846

非支配株主に係る四半期包括利益 0 △2
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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。

　


