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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期第１四半期 9,513 75.7 904 － 842 － 488 －

2021年３月期第１四半期 5,414 △37.0 △1,971 － △1,963 － △1,439 －
(注)包括利益 2022年３月期第１四半期 584百万円( －％) 2021年３月期第１四半期 △1,398百万円( －％)

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

2022年３月期第１四半期 15.22 15.07

2021年３月期第１四半期 △44.46 －
　

　

（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

2022年３月期第１四半期 44,515 24,318 54.2 751.82

2021年３月期 44,919 25,255 55.8 781.00
(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 24,131百万円 2021年３月期 25,066百万円
　

　

　

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

2021年３月期 － 14.00 － 14.00 28.00

2022年３月期 －

2022年３月期(予想) 14.00 － 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
　　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 40,363 12.5 2,023 4.7 2,088 4.1 1,045 24.3 32.56
(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Ｐ７「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
（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) 2022年３月期１Ｑ 34,393,200株 2021年３月期 34,393,200株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ 2,295,239株 2021年３月期 2,297,539株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 32,097,256株 2021年３月期１Ｑ 32,367,442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Ｐ２「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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年度から続く新型コロナウイルス感染症拡大の長期化、

緊急事態宣言発出などの影響により経済活動が制限され、個人消費が低迷する中、ワクチン接種による感染防

止策等を講じているものの、未だ収束の目途が立たないことから依然として先行き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、中期３ヵ年計画「アートネイチャーChallengeプラン」２年目を迎え、初

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。また、昨年度から継続して、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１四半期連結累計期間の売上高は、9,513百万円(前年同四半期比75.7％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904百万円(前年同四半期は営業損失1,971百万円)、経常利益

は842百万円(前年同四半期は経常損失1,963百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は488百万円(前年同

四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,439百万円)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に加え、前年同四半期の新型コロナウイル

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の影響等による大幅な売上高減少が解消された結

果、5,313百万円(前年同四半期比62.7%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、新商品の販売や展示試着会の開催等に加え、男性向け売上高同様、前年同四半

期の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の影響等による大幅な売上

高減少が解消された結果、2,981百万円(同124.0%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、当四半期は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、入居する商業施

設の休業等の影響はあったものの、前年同四半期に比べ限定的だったため、851百万円（同63.3%増）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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比404百万円減少し、44,515百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が減少したこと等により流動資産が998百万円減少した一方、投資その他の資産の増

加等により固定資産が594百万円増加したことによるものです。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比532百万円増加し、20,196百万円となりました。

これは、未払金、未払法人税等、前受金が減少した一方、賞与引当金、収益認識に関する会計基準適用に伴い

その他流動負債が増加したこと等により流動負債が425百万円増加したこと等によるものです。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比936百万円減少し、24,318百万円となりまし

た。これは、収益認識に関する会計基準適用に伴い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

2022年３月期の連結業績予想につきましては、2021年５月15日に発表いたしました連結業績予想から変更あり

ません。
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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
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,073 17,846

売掛金 2,914 2,663

有価証券 22 24

商品及び製品 2,394 2,644

仕掛品 172 187

原材料及び貯蔵品 1,084 1,046

その他 930 1,179

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 26,586 25,588

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,755 4,799

その他（純額） 3,919 3,920

有形固定資産合計 8,674 8,719

無形固定資産

のれん 602 559

その他 519 490

無形固定資産合計 1,121 1,049

投資その他の資産

その他 8,772 9,475

貸倒引当金 △235 △316

投資その他の資産合計 8,536 9,158

固定資産合計 18,332 18,927

資産合計 44,919 44,515
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 327 143

未払金 1,947 1,063

未払法人税等 1,053 533

前受金 6,464 6,132

賞与引当金 996 1,509

役員賞与引当金 130 37

商品保証引当金 31 35

ポイント引当金 107 －

その他 1,088 3,117

流動負債合計 12,147 12,573

固定負債

退職給付に係る負債 4,078 4,149

資産除去債務 1,511 1,512

その他 1,927 1,961

固定負債合計 7,517 7,623

負債合計 19,664 20,196

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 19,075 18,041

自己株式 △1,289 △1,288

株主資本合計 25,011 23,979

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 96 109

為替換算調整勘定 △5 71

退職給付に係る調整累計額 △35 △28

その他の包括利益累計額合計 55 152

新株予約権 180 180

非支配株主持分 8 7

純資産合計 25,255 24,318

負債純資産合計 44,919 44,515
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 5,414 9,513

売上原価 2,601 3,085

売上総利益 2,813 6,428

販売費及び一般管理費 4,784 5,523

営業利益又は営業損失（△） △1,971 904

営業外収益

受取利息 14 11

投資事業組合運用益 － 10

その他 9 14

営業外収益合計 23 36

営業外費用

支払利息 0 －

為替差損 0 9

貸倒引当金繰入額 2 81

支払保証料 8 6

その他 2 1

営業外費用合計 15 99

経常利益又は経常損失（△） △1,963 842

特別利益

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失

減損損失 － 0

特別損失合計 － 0

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（△）

△1,962 841

法人税、住民税及び事業税 37 459

法人税等調整額 △560 △104

法人税等合計 △522 354

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,440 487

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 △1

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,439 488

　



株式会社アートネイチャー(7823) 2022年３月期 第１四半期決算短信

― 6 ―

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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,440 487

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 60 12

為替換算調整勘定 △29 77

退職給付に係る調整額 10 7

その他の包括利益合計 41 97

四半期包括利益 △1,398 584

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,397 585

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △1
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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。

（会計方針の変更）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下の

とおりとなります。

（１）増毛商品の売上

　増毛商品の売上について、従来は、未使用の増毛商品については、販売時に収益を認識し、その後、返品等

があった場合には、金額の見直しを行っておりましたが、返品されると見込まれる商品については、変動対価

に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品について受取った対価の額で返金負債を認識する

方法に変更しております。

（２）女性向けオーダーメードウィッグ及び女性向け既製品ウィッグの定期点検サービス

　女性向けオーダーメードウィッグ及び女性向け既製品ウィッグの定期点検サービスについて、従来は、製品

の販売時に当該サービスの対価も含めて収益として認識しておりましたが、当該サービスを製品の販売とは別

個の履行義務として識別し、顧客に点検サービスを提供したときに売上高に計上する方法に変更しておりま

す。

（３）ポイント

　商品の販売やサービスの提供時に付与したポイントについて、従来は、将来において使用が見込まれる未使

用分をポイント引当金として計上し費用を認識しておりましたが、付与したポイントは、商品の販売やサービ

スの提供とは別個の履行義務として識別し、顧客がポイントを使用した時（またはそのポイントが消滅した

時）に、売上高に計上する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半期

連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 ただし、収益

認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほ

とんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第

86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、

すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第１四半期連結会計期

間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高が36百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ36百万円減少しております。また、利益剰余金の期首残高は1,072百万円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債に表示していた「ポイ

ント引当金」は、当第１四半期連結会計期間より流動負債の「その他」に含めて表示することとしました。なお、収

益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを

行っておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

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。

　


