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• 「収益認識に関する会計基準」の適用に伴う影響

‣ 販促費の未払計上実施に伴い、四半期ごとの営業利益が従来基準から変化

‣ 年間累計の営業利益に対する影響は軽微

• 22.1Q業績の状況

‣ 売上高 ：386億円、年間計画に対して大きな不安なし

‣ 営業利益 ： 53億円、粗利未達も、販管費の予算内執行により、概ね計画どおり

• 原材料価格高騰、為替変動による影響

‣ 原材料価格高騰の影響は、年間計画に対して数億円程度を見込む

‣ 為替変動の影響は、年間計画に対して2～3億円を想定

• Topic・他

‣ 虫ケア用品、入浴剤とも4月末時点での市場は好調に推移

‣ 今期発売新製品は順調な出荷

‣ ESGマテリアリティ及び非財務KPIを設定
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エグゼクティブ・サマリー



「収益認識に関する会計基準」の適用に伴う影響
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年間での想定影響

 仲介取引、販売促進費の売上控除などにより、
PL上は売上高・売上原価・販管費の見た目の数値に影響、営業利益以下の影響は軽微

 BSへの影響は軽微

2021年実績
（従来基準）

2022年計画
（従来基準）

仲介取引分
販売促進費
（売上控除分）

2022年計画
（新基準）

売上高 2,037 2,110 1,550

売上原価 1,214.5 1,259.5 881.5

販管費 716.6 743.0 561.0

営業利益 106.6 107.5 107.5

（単位：億円）

▲ 378 ▲ 182

378

182
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販売促進費（売上控除）の計上タイミング

 収益の実態をより適時に把握し、販促費の効率化を図るため、システムを構築

 販促費の変動費用を販売計画に紐づく販促費用計画から合理的に見積もり、収益から控除
これにより、収益管理（部門別・取引先別）を強化した効率的なマーケティング施策を実施

販促費管理システム構築・運用（2019年～） システム＋過去実績ベースによる管理精度UP

収益管理の仕組み再構築（2021年～）

 企業別、製品別の2軸で管理

 「何に（どこに）」、「どれだけ」、「どのように」を
明確にし、適切な効果検証が可能に

 適切な販促費管理により、

販促費の使途・期間が明確化される

 販売予測・販促条件を過去実績に照らし、

各取引における販促費の見積りを高精度で行い、

売上計上のタイミングで売上控除

 事業部別、製品カテゴリ別の2軸で可視化

 より適時に、より精緻に収益状況を把握し、
どのような状況下でも適切な施策を講じる

 事業ポートフォリオ再編、資源配分の土台

収益の実態を

より適時に把握できる体制へ
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四半期別販売促進費計画
（単位：億円）

 今期より販売促進費の計上は、概ね売上高に比例したカーブを描くと想定
➡ 季節性の高い売上推移に対して、費用計上がリンクし、従来に比べて利益が平準化

 売上増に加え、強化カテゴリーへの投下などを踏まえ、販売促進費の増加を見込んでいる
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2021年売上高実績

2022年売上高計画

2021年販促費実績

2022年販促費計画

Q1 Q2 Q3 Q4

販促費_四半期別差額
21実績vs22計画 ＋20.0 ＋23.2 ＋4.3 ▲29.5

従来基準比較*

*2022年の計画数値を2021年以前の会計基準に置き換えて比較
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営業利益計画（四半期別・累計）
（単位：億円）

80.5 105.2
17.9

▲ 96.9

52.0
81.0

7.0

▲ 32.5

21実績 22計画 21実績 22計画 21実績 22計画 21実績 22計画

四半期別

四半期累計

Q1 Q2 Q3 Q4

80.5

185.7 203.5

106.7
52.0

133.0 140.0

107.5

21実績 22計画 21実績 22計画 21実績 22計画 21実績 22計画

 見た目上、第1～3四半期の営業利益は前年比で減少する計画だが、年間累計での影響は軽微



2022年12月期第1四半期業績
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業績ハイライト
（単位：億円）

 売上・粗利は計画を若干下回ったが、販管費が予算内で執行され、営業利益は概ね計画どおり

 原材料価格高騰による影響は2Q以降に顕在化見込み

実績 計画比 前期比* ポイント

売上高 386.0 99.2% 104.2%
• 実質的な前期比104%と着実に成長
• 虫ケア用品・入浴剤はわずかに未達も、概ね順調

売上総利益 173.6 97.0% 101.7%
• 売上未達に加え、為替変動の影響を受ける
• 原材料価格高騰の影響は2Q以降に徐々に顕在化

販管費 120.4 94.8% 106.5% • 計上期ズレなどあるが、予算内で確実に執行

営業利益 53.2 102.4% 92.2% • 1Q計画達成

税引前
四半期純利益 56.1 109.5% 94.8% • 為替差益など計画立案時に想定していないプラス分あり

「収益認識に関する会計基準」 適用後

*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値
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総売上高・返品高・売上控除

 同一基準で比較した実質的な総売上高は前年を上回り、計画にはわずかに未達

 返品高は前年、計画ともに上回るが、現時点では大勢に影響しない

 売上控除額については、計画の範囲内

（単位：億円）

総売上高・返品高 売上控除（旧・販売促進費、他）

*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値
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部門別売上高

 虫ケア用品については、初動がやや鈍かったものの想定の範囲内

 入浴剤は好調に推移しているが、計画を高めに設定していたこともあり未達となっている

151.8 

17.9 

51.6 
65.3 

20.2 

63.5 

159.3 

19.2 

60.2 

75.0 

13.2 

62.1 

156.7 

17.6 

55.5 

73.2 

19.3 

63.9 

虫ケア用品 口腔衛生用品 入浴剤 その他日用品 ペット用品・他 総合環境衛生

前期実績*

当期計画

当期実績

前期差額*

計画差額

＋4.8

▲2.6

▲0.3

▲1.5

＋3.8

▲4.7

＋7.8

▲1.7

▲0.9

＋6.0

＋0.4

＋1.7

*外部顧客向け（内部相殺分除く）

*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値

（単位：億円）
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原価の状況

 急激な円安進行やウクライナ情勢などを背景に、原材料価格高騰及び為替の影響は、
当初計画よりもやや厳しい見通しだが、追加施策の実施によりコスト負担を軽減

 中国のロックダウンによる資材調達・物流などの業績への影響は、現状軽微と判断

原材料価格高騰の影響 為替の影響

通貨 予算レート 3月末レート 予算比

人民元 17.15 ➡ 19.26 ＋12.3%

USD 111.00 ➡ 122.39 ＋10.3%

THB 3.38 ➡ 3.68 ＋8.9%

VND 0.00505 ➡ 0.00533 ＋5.5%

 取引規模の関係から、

最も影響を受けるのは人民元の為替変動

 現状のレートのまま年間推移すると

計画比2～3億円のコストアップの可能性

 洗口液、入浴剤で使用する主要原料の価格が世

界的な需要増等により高騰（パーム由来など）

 原油・ナフサ高騰により、溶剤・樹脂・紙などの価

格も高騰

【対策】

 複数社購買の実施（品質担保、安定調達）

 処方変更による代替品の活用

 追加コスト削減施策の実施（包装簡素化など）
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販管費の状況

2021年 2022年 2022年

1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 計画対比 計画との差異のポイント

人件費 47.2 50.8 49.8 ▲ 0.9

運送費 8.7 9.4 9.5 0.1

保管料 5.3 6.0 5.9 0.0

広告宣伝費 6.7 9.8 6.9 ▲ 2.9 計上タイミングの期ズレ

販売促進費 4.4 2.3 2.8 0.5

研究開発費 6.5 7.4 6.6 ▲ 0.8 予算立案時の前提との実施時期の相違

減価償却費 3.0 3.4 3.4 0.0

のれんの償却費 4.7 4.3 4.2 0.0

旅費交通費 2.1 3.2 2.5 ▲ 0.7 コロナウイルスによる行動制限の解消を前提とした予算組み

交際費 0.5 0.7 0.8 0.1

支払手数料 3.5 3.2 2.9 ▲ 0.2

販売手数料 0.8 3.5 3.6 0.1

雑費 1.0 1.5 1.1 ▲ 0.3

その他 18.6 21.5 20.4 ▲ 1.5 予算立案時の前提との実施時期の相違

販管費　計 113.0 127.0 120.4 ▲ 6.5

 1Q時点では、各費用とも予算の範囲内で適切に執行

 未達となっている項目の大半は、予算立案時の前提と実際の計上タイミングの期ズレによるもの

（単位：億円）

*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値
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海外業績（越境EC分含む）
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 実質的な売上前期比：116% タイ・ベトナム中心に好調

 国内からの輸出売上が前年を下回っていることが影響し、利益率は若干低下

 中国のロックダウンによる影響について、2Q以降も引き続き注視

32.1

36.7

海外売上高*（第1四半期） 海外営業利益（単純合算）
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*2021年までの実績は従来基準ベース

（単位：億円）

← 従来基準 現基準 →
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海外業績（国別状況）

中国

ベトナム

タイ

マレーシア

【業績】

 売上高：実質*前期比 96%

 前年割れは想定内、1Q時点では概ね計画通り

【コロナ関連】

 ロックダウンにより2Q以降の業績は不透明

【業績】

 売上高：実質*前期比 111%

 経済のリカバリー優先を背景に

タイ国内での展開が好調に推移

 Depot設置によるきめ細やかなビジネスが奏功

【業績】

 売上高：実質*前期比 134%

 虫ケア用品、洗剤ともに計画を上回り順調

 経済のリカバリーを優先していることもあり、

今後も好調を持続できる見込み

【業績】

 22.1Qより新規連結

 計画を上回る売上推移

 虫ケアエアゾール、虫よけ剤、消臭芳香剤など

新製品7SKUの発売により、売上拡大を図る

*現地通貨ベース



Topic
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Topic：国内虫ケア用品市場動向（4月末時点）

虫ケア用品

*データソース：SRI＋
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20年週別販売金額 21年週別販売金額 22年週別販売金額

20年最高気温 21年最高気温 22年最高気温

（億円）

21.1Q 22.1Q 増減 21.1Q 22.1Q 増減

ハエ・蚊用 101.3% 59.9% 61.1% +1.2pt 18.5% 18.3% ▲0.2pt

ゴキブリ用 87.7% 58.6% 59.6% +1.0pt 19.1% 16.5% ▲2.6pt

ダニ・

不快害虫用
106.7% 54.4% 56.1% +1.7pt 24.8% 25.9% +1.1pt

虫よけ用品 112.3% 49.4% 50.6% +1.2pt 25.9% 28.5% +2.6pt

ネズミ用 92.2% 64.0% 62.4% ▲1.6pt 6.2% 5.6% ▲0.6pt

くん煙剤・他 96.4% 75.2% 75.9% +0.7pt 5.5% 5.1% ▲0.4pt

合計 102.0% 56.8% 57.5% +0.7pt 100.0% 100.0% ー

アースシェア 市場構成比市場

前期比

（℃）

 市場前期比：102.0%

 当社市場シェアは57.5%（前年同期比＋0.7pt）と着実に上昇

 ダニ用、不快害虫用が好調に推移、市場での構成比を高めている
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Topic：国内入浴剤市場動向（4月末時点）

入浴剤

*データソース：SRI＋
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20年週別販売金額 21年週別販売金額 22年週別販売金額

20年平均気温 21年平均気温 22年平均気温

（℃）（億円）

21.1Q 22.1Q 増減 21.1Q 22.1Q 増減

粉末タイプ 100.9% 83.6% 82.7% ▲0.9pt 17.3% 16.8% ▲0.5pt

粒剤タイプ 104.7% 68.7% 66.5% ▲2.2pt 13.8% 14.0% +0.2pt

分包タイプ 107.5% 63.4% 67.3% +3.9pt 8.4% 8.7% +0.3pt

液体タイプ 101.3% 34.0% 33.8% ▲0.2pt 10.1% 10.1% +0.0pt

錠剤タイプ 95.3% 33.9% 34.3% +0.4pt 37.9% 35.4% ▲2.5pt

個包バラ 122.5% 13.0% 10.3% ▲2.7pt 12.0% 14.5% +2.5pt

合計 102.4% 47.2% 46.2% ▲1.0pt 100.0% 100.0% ー

アースグループシェア 市場構成比市場

前期比

 市場前期比：102.4%

 当社市場シェアは46.2%（前年同期比▲1.0pt）

 分包タイプ、個包バラタイプが好調に推移
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Topic：新製品動向（4月末時点）

*当社出荷ベース

マモルーム ゼロデナイト Puriture

計画比

231%
参考）店頭売価

1,600円

315%
参考）店頭売価

3,000円

計画比

93%
参考）店頭売価

1,600円

計画比

 マモルーム、ゼロデナイト、Puritureなど、春季発売新製品が実質的な増収に貢献

 計画を大幅に上回る好調な状況
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マテリアリティと非財務KPIの設定 「健康経営優良法人2022 ホワイト500」認定

19

Topic：サステナビリティ

アース製薬のマテリアリティ (earth.jp)

アース製薬が「健康経営優良法人2022ホワイト500」に認定
社員とその家族の心身の健康増進に配慮した取り組みが評価
され2年連続で認定 (earth.jp)

 当社取り組みが評価され2年連続で認定

【具体的な取り組み】

• 「アース健康宣言」制定（2019年10月）

• M3PSP（エムスリー ペイシェント サポート プログラム）導入

• 「風しん」抗体検査の実施

• 新型コロナウイルス職域接種セミナー

• ストレッチセミナー／アイケアセミナー

• 禁煙セミナー・禁煙チャレンジプログラム

• 女性の健康セミナー

 マテリアリティに紐づく非財務KPIを設定
マテリアリティ（重要課題） 2030年目標 KPI SDGs

●全ての拠点におけるCO2排出量を

    削減します。

●CO2排出量削減：2020年比で（Scope 1, 2）

・14%削減（2023年）

・28%削減（2026年）

・46%削減（2030年）

●電力の再生可能エネルギー化を進めます。 ●再生可能エネルギー化率：

・工場の再エネ化【再エネ率60%】（2023年）

・研究所の再エネ化【再エネ率90%】（2026年）

・オフィス*の再エネ化【再エネ率95%】（2030年）

　　　　　　　　　　　　　　　*テナントオフィスを除く

●モノづくり（研究開発から生産）に

   かかわる水の使用効率を向上させます。

●水の使用効率の向上：2020年比で

・3%向上（2023年）

・6%向上（2026年）

・10%向上（2030年）

●循環型社会を目指し、資源を有効に

   活用します。

●工場・研究所からの産業廃棄物等のゼロエミッション：

・処理委託先の状況調査・見直し（2023年）

・工場と研究所のゼロエミッション（2026年）

・工場と研究所のゼロエミッションの維持（2030年）

●アースECO基準を定め、環境に配慮した

　製品の拡大を推進します。

●アースECO基準概要：

　⇒別表（アースECO基準）参照

　持続可能な調達の推進

●環境などに配慮した包装材料の調達を

　推進します。

●森林認証紙の使用率：

・使用比率を10%以上（2023年）

・使用比率を30%以上（2026年）

・使用比率を70%以上（2030年）

●お客様の満足と信頼を損ねる品質重大事故を

　ゼロにするため、自社工場、製造委託先工場の

　定期品質監査実施率を向上させます。

●定期品質監査実施率：

　100%を維持（2023年、2026年、2030年）

●関連法令を遵守し、違反につながる重大事故を

　ゼロにするため、教育訓練年間計画の

　実施率を向上させます。

●教育訓練の実施率：

　100％を維持（2023年、2026年、2030年）

　安心で快適な暮らしに貢献する

　製品・サービスの提供

　多様な人財の活躍を

　支える職場の実現

●年次有給休暇の取得を促進します。 ●有給休暇取得率：

　70%以上を維持（2023年、2026年、2030年）

　気候変動への対応

　地球環境問題への配慮

https://corp.earth.jp/jp/csr/outline/vision/pdf/sustainability-materiality.pdf
https://corp.earth.jp/jp/news/2022/pdf/20220406-01.pdf


2022年12月期 1Q業績説明補足資料



© Earth Corporation All Rights Reserved. 

【連結】 損益計算書
2021年 2022年 2022年 2022年 2021年

1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 年間計画 1Q累計実績**
売上高 37,034 38,900 38,603 155,000 49,278

売上原価 19,951 21,000 21,236 88,150 27,497
売上総利益 17,083 17,900 17,367 66,850 21,780

販管費 11,309 12,700 12,043 56,099 13,729
営業利益 5,774 5,200 5,323 10,750 8,050

営業外収益 190 50 333 500 190
営業外費用 33 20 8 100 33

経常利益 5,930 5,230 5,648 11,150 8,206
特別利益 0 0 0 0 0
特別損失 5 100 30 250 5

税引前利益 5,925 5,130 5,617 10,900 8,201

粗利率 46.1% 46.0% 45.0% 43.1% 44.2%
営業利益率 15.6% 13.4% 13.8% 6.9% 16.3%
税前利益率 16.0% 13.2% 14.6% 7.0% 16.6%

*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値 **2021年までの基準

（単位：百万円）

補足 1


PL

				1Q累計 ルイケイ



						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

						1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績**

				売上高 ウリアゲ ダカ		37,034		38,900		38,603				155,000				49,278

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		19,951		21,000		21,236				88,150				27,497

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		17,083		17,900		17,367				66,850				21,780

				販管費 ハンカンヒ		11,309		12,700		12,043				56,099				13,729

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,774		5,200		5,323				10,750				8,050

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		190		50		333				500				190

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		33		20		8				100				33

				経常利益 ケイジョウ リエキ		5,930		5,230		5,648				11,150				8,206

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0				0				0

				特別損失 トクベツ ソンシツ		5		100		30				250				5

				税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		5,925		5,130		5,617				10,900				8,201

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		5,925		1,650		1,756				3,300				2,524

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		0		3,480		3,861				7,600				5,676

				非支配株主帰属四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		0		0		94				320				101

				親会社株主帰属四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		0		3,480		3,766				7,280				5,575



				粗利率 アラリリツ		46.1%		46.0%		45.0%				43.1%				44.2%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		15.6%		13.4%		13.8%				6.9%				16.3%

				税前利益率 ゼイ マエ リエキ リツ		16.0%		13.2%		14.6%				7.0%				16.6%

				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績*

				売上高 ウリアゲ ダカ		37,034,919,845		38,900,000,000		38,603,556,042				155,000,000,000				49,278,350,042

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		19,951,581,440		21,000,000,000		21,236,501,428				88,150,000,000				27,497,920,026

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		17,083,338,405		17,900,000,000		17,367,054,614				66,850,000,000				21,780,430,016

				販管費 ハンカンヒ		11,309,159,763		12,700,000,000		12,043,383,926				56,100,000,000				13,729,893,699

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,774,178,642		5,200,000,000		5,323,670,688				10,750,000,000				8,050,536,317

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		190,085,103		50,000,000		333,839,669				500,000,000				190,085,103

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		33,934,118		20,000,000		8,930,269				100,000,000				33,934,118

				経常利益 ケイジョウ リエキ		5,930,329,627		5,230,000,000		5,648,580,088				11,150,000,000				8,206,687,302

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		46,275				0

				特別損失 トクベツ ソンシツ		5,144,248		100,000,000		30,693,978				250,000,000				5,144,248

				税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		5,925,185,379		5,130,000,000		5,617,932,385				10,900,000,000				8,201,543,054

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		5,925,185,379		1,650,000,000		1,756,609,447				3,300,000,000				2,524,952,892

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				3,480,000,000		3,861,322,938				7,600,000,000				5,676,590,162

				非支配株主帰属四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ				0		94,844,130				320,000,000				101,121,442

				親会社株主帰属四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ				3,480,000,000		3,766,478,808				7,280,000,000				5,575,468,720



				粗利率 アラリリツ		46.1%		46.0%		45.0%				43.1%				44.2%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		15.6%		13.4%		13.8%				6.9%				16.3%

				税前利益率 ゼイ マエ リエキ リツ		16.0%		13.2%		14.6%				7.0%				16.6%





List

				1Q累計 ルイケイ		売上総利益の上振れ ウリアゲ ソウリエキ ウワブ		販管費の計画上振れ ハンカンヒ ケイカク ウワブ

				2Q累計 ルイケイ		売上総利益の下振れ ウリアゲ ソウリエキ シタブ		販管費の計画内運用 ハンカンヒ ケイカク ナイ ウンヨウ

				3Q累計 ルイケイ

				4Q累計 ルイケイ
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【連結】 部門別売上高
2021年 2022年 2022年 2022年 2021年

1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 年間計画 1Q累計実績**
虫ケア用品部門　計 17,183 17,612 17,684 61,431 19,114

口腔衛生用品 1,799 1,917 1,769 8,280 10,142
入浴剤 5,812 6,744 6,201 27,219 6,824
その他日用品 7,032 7,946 7,863 33,792 7,953

日用品部門　計 14,644 16,608 15,834 69,292 24,921
ペット用品・その他部門　計 2,229 1,678 2,150 7,039 2,318

家庭用品事業　計 34,057 35,899 35,669 137,763 46,354
総合環境衛生事業　計 6,381 6,248 6,414 27,700 6,334
内部売上高含む合計 40,438 42,148 42,084 165,463 52,688

（調整分） ▲ 3,403 ▲ 3,248 ▲ 3,481 ▲ 10,463 ▲ 3,410
総合計 37,034 38,900 38,603 155,000 49,278

（構成比）　※分母は内部売上高含む合計
虫ケア用品部門 42.5% 41.8% 42.0% 37.1% 36.3%
日用品部門 36.2% 39.4% 37.6% 41.9% 47.3%
ペット用品・その他部門 5.5% 4.0% 5.1% 4.3% 4.4%
家庭用品事業 84.2% 85.2% 84.8% 83.3% 88.0%
総合環境衛生事業 15.8% 14.8% 15.2% 16.7% 12.0%

（単位：百万円）

補足 2*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値 **2021年までの基準


販売区分別

				1Q累計 ルイケイ



						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

						1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績**

				虫ケア用品部門　計 ムシ ヨウヒン ブモン ケイ		17,183		17,612		17,684				61,431				19,114

				口腔衛生用品 コウクウ エイセイ ヨウヒン		1,799		1,917		1,769				8,280				10,142

				入浴剤 ニュウヨク ザイ		5,812		6,744		6,201				27,219				6,824

				その他日用品 タ ニチヨウヒン		7,032		7,946		7,863				33,792				7,953

				日用品部門　計 ニチヨウヒン ブモン ケイ		14,644		16,608		15,834				69,292				24,921

				ペット用品・その他部門　計 ヨウヒン タ ブモン ケイ		2,229		1,678		2,150				7,039				2,318

				家庭用品事業　計 カテイ ヨウヒン ジギョウ ケイ		34,057		35,899		35,669				137,763				46,354

				総合環境衛生事業　計 ソウゴウ カンキョウ エイセイ ジギョウ ケイ		6,381		6,248		6,414				27,700				6,334

				内部売上高含む合計 ナイブ ウリアゲ ダカ フク ゴウケイ		40,438		42,148		42,084				165,463				52,688

				（調整分） チョウセイ ブン		▲ 3,403		▲ 3,248		▲ 3,481				▲ 10,463				▲ 3,410

				総合計 ソウ ゴウケイ		37,034		38,900		38,603				155,000				49,278



				（構成比）　※分母は内部売上高含む合計 コウセイ ヒ ブンボ ナイブ ウリアゲ ダカ フク ゴウケイ

				虫ケア用品部門 ムシ ヨウヒン ブモン		42.5%		41.8%		42.0%		0.0%		37.1%		0.0%		36.3%

				日用品部門 ニチヨウヒン ブモン		36.2%		39.4%		37.6%		0.0%		41.9%		0.0%		47.3%

				ペット用品・その他部門 ヨウヒン タ ブモン		5.5%		4.0%		5.1%		0.0%		4.3%		0.0%		4.4%

				家庭用品事業 カテイ ヨウヒン ジギョウ		84.2%		85.2%		84.8%		0.0%		83.3%		0.0%		88.0%

				総合環境衛生事業 ソウゴウ カンキョウ エイセイ ジギョウ		15.8%		14.8%		15.2%		0.0%		16.7%		0.0%		12.0%

				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績*

				虫ケア用品部門　計 ムシ ヨウヒン ブモン ケイ		17,183,637,448		17,612,454,000		17,684,628,397				61,431,699,000				19,114,741,693

				口腔衛生用品 コウクウ エイセイ ヨウヒン		1,799,142,684		1,917,792,000		1,769,389,742				8,280,442,000				10,142,579,794

				入浴剤 ニュウヨク ザイ		5,812,600,790		6,744,041,000		6,201,644,116				27,219,799,000				6,824,993,021

				その他日用品 タ ニチヨウヒン		7,032,517,443		7,946,709,000		7,863,259,886				33,792,623,000				7,953,546,871

				日用品部門　計 ニチヨウヒン ブモン ケイ		14,644,260,917		16,608,542,000		15,834,293,744				69,292,864,000				24,921,119,686

				ペット用品・その他部門　計 ヨウヒン タ ブモン ケイ		2,229,444,861		1,678,400,747		2,150,959,541				7,039,191,914				2,318,492,921

				家庭用品事業　計 カテイ ヨウヒン ジギョウ ケイ		34,057,343,226		35,899,396,747		35,669,881,682				137,763,754,914				46,354,354,300

				総合環境衛生事業　計 ソウゴウ カンキョウ エイセイ ジギョウ ケイ		6,381,340,609		6,248,900,000		6,414,995,328				27,700,000,000				6,334,564,257

				内部売上高含む合計 ナイブ ウリアゲ ダカ フク ゴウケイ		40,438,683,835		42,148,296,747		42,084,877,010				165,463,754,914				52,688,918,557

				（調整分） チョウセイ ブン		▲ 3,403,763,990		▲ 3,248,296,747		▲ 3,481,320,968				▲ 10,463,754,914				▲ 3,410,568,515

				総合計 ソウ ゴウケイ		37,034,919,845		38,900,000,000		38,603,556,042				155,000,000,000				49,278,350,042



				（構成比） コウセイ ヒ

				虫ケア用品部門 ムシ ヨウヒン ブモン		42.5%		41.8%		42.0%				37.1%				36.3%

				日用品部門 ニチヨウヒン ブモン		36.2%		39.4%		37.6%				41.9%				47.3%

				ペット用品・その他部門 ヨウヒン タ ブモン		5.5%		4.0%		5.1%				4.3%				4.4%

				家庭用品事業 カテイ ヨウヒン ジギョウ		84.2%		85.2%		84.8%				83.3%				88.0%

				総合環境衛生事業 ソウゴウ カンキョウ エイセイ ジギョウ		15.8%		14.8%		15.2%				16.7%				12.0%





List

				1Q累計 ルイケイ		売上総利益の上振れ ウリアゲ ソウリエキ ウワブ		販管費の計画上振れ ハンカンヒ ケイカク ウワブ

				2Q累計 ルイケイ		売上総利益の下振れ ウリアゲ ソウリエキ シタブ		販管費の計画内運用 ハンカンヒ ケイカク ナイ ウンヨウ

				3Q累計 ルイケイ

				4Q累計 ルイケイ
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連結：営業利益変動要因（前期比）

5,774 21.1Q実績*
＜内訳＞

売上総利益の増加 • 増収効果 ＋680

＋283 • 売上構成比の変化
▲396

• 原材料価格・為替変動の影響

販管費の増加 • 人件費の増加 ▲264

▲734 • 物流費の増加 ▲142

• 広告宣伝費の増加 ▲26

• 販売促進費（売上控除以外）の減少 ＋151

• 旅費・交際費などの活動費 ▲63

• 支払手数料の増加 ▲216

• その他 ▲174

5,323 22.1Q実績 ＋は増益要因、▲は減益要因

▲450

（単位：百万円）

補足 3*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値
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連結：営業利益変動要因（計画比）

5,200 22.1Q計画
＜内訳＞

売上総利益の下振れ • 売上計画未達の影響 ▲135

▲532 • 売上構成比の変化
▲397

• 原材料価格・為替変動の影響

販管費の予算内執行 • 人件費の計画下振れ ＋97

＋656 • 物流費の計画上振れ ▲6

• 広告宣伝費の期ズレ・未使用 ＋291

• 研究開発費の期ズレ・未使用 ＋82

• 旅費・交際費などの活動費 ＋63

• その他 ＋129

5,323 22.1Q実績 ＋は増益要因、▲は減益要因

＋123

（単位：百万円）

補足 4
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【連結】 販管費
2021年 2022年 2022年 2022年 2021年

1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 年間計画 1Q累計実績**
人件費 4,723 5,084 4,987 20,910 4,723
運送費 875 945 957 4,449 875
保管料 539 605 599 2,511 539
広告宣伝費 672 989 698 8,120 672
販売促進費 440 233 289 1,070 2,861
研究開発費 650 746 664 3,386 650
減価償却費 309 342 346 1,388 309
のれんの償却費 477 430 423 450 477
旅費交通費 217 325 251 1,393 217
交際費 55 73 84 474 55
支払手数料 358 322 292 1,372 358
販売手数料 86 350 368 1,245 86
雑費 108 152 118 1,028 108
その他 1,800 2,104 1,967 8,303 1,799
販管費　計 11,309 12,700 12,043 56,099 13,729

人件費比率 12.8% 13.1% 12.9% 13.5% 9.6%
広告宣伝費比率 1.8% 2.5% 1.8% 5.2% 1.4%
研究開発費比率 1.8% 1.9% 1.7% 2.2% 1.3%

（単位：百万円）

補足 5*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値 **2021年までの基準


販管費

				1Q累計 ルイケイ



						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

						1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績**

				人件費 ジンケンヒ		4,723		5,084		4,987				20,910				4,723

				運送費 ウンソウヒ		875		945		957				4,449				875

				保管料 ホカン リョウ		539		605		599				2,511				539

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		672		989		698				8,120				672

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		440		233		289				1,070				2,861

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		650		746		664				3,386				650

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		309		342		346				1,388				309

				のれんの償却費 ショウキャク ヒ		477		430		423				450				477

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		217		325		251				1,393				217

				交際費 コウサイ ヒ		55		73		84				474				55

				支払手数料 シハライ テスウリョウ		358		322		292				1,372				358

				販売手数料 ハンバイ テスウリョウ		86		350		368				1,245				86

				雑費 ザッピ		108		152		118				1,028				108

				その他 タ		1,800		2,104		1,967				8,303				1,799

				販管費　計 ハンカンヒ ケイ		11,309		12,700		12,043				56,099				13,729



				人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		12.8%		13.1%		12.9%		0.0%		13.5%		0.0%		9.6%

				広告宣伝費比率 コウコク センデンヒ ヒリツ		1.8%		2.5%		1.8%		0.0%		5.2%		0.0%		1.4%

				研究開発費比率 ケンキュウ カイハツヒ ヒリツ		1.8%		1.9%		1.7%		0.0%		2.2%		0.0%		1.3%



				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績*

		6433		販売（支払）手数料		86,803,335		350,468,095		368,101,185				1,245,766,116				86,803,335

		6111		運送費		875,425,948		945,057,330		957,709,812				4,449,842,319				875,425,948

		6112		保管料		539,206,958		605,672,365		599,662,145				2,511,090,578				539,206,958

		6113		広告宣伝費		612,755,891		919,295,952		647,513,200				7,794,029,554				612,755,891

		6211		販売促進費		440,669,534		229,531,956		289,081,627				1,051,056,169				2,861,403,470

		6212		販売報奨金		0		4,464,821		0				19,892,973

		6213		見本費		59,574,510		70,193,807		50,919,729				326,865,348				59,574,510

		6214		貸倒引当金繰入額		13,272,956		▲ 300,000		15,477,772				1,100,000				13,272,956

		6221		貸倒損失		0		0		0				0

		6215		役員報酬		273,602,650				297,260,560								273,602,650

		6216		給料手当		2,830,891,386		5,084,526,457		3,041,422,895				20,910,633,389				2,830,891,386

		6229		役員賞与		0				0

		6217		賞与金		4,829,793				▲ 12,961,477								4,829,793

		6218		役員退職慰労引当金繰入額		0				0

		6220		役員販管退職金		0				0

		6219		法定福利費		595,344,561				644,033,477								595,344,561

		6222		役員賞与引当金繰入額		0				0

		6311		賞与引当金繰入額		904,221,972				939,127,841								904,221,972

		6312		退職給付費用		114,181,489				78,496,021								114,181,489

		6232		人材派遣料		44,913,893		42,022,317		42,037,061				193,790,452				44,913,893

		6313		厚生福利費		194,134,545		210,941,306		203,673,342				870,500,115				194,134,545

		6314		交際費		55,515,638		73,462,960		84,375,552				474,275,016				55,515,638

		6315		旅費交通費		217,172,014		325,258,411		251,265,200				1,393,098,202				217,172,014

		6316		通信費		92,185,609		108,135,027		91,947,924				447,164,402				92,185,609

		6317		事務用品費		242,639,053		242,551,557		190,158,045				1,009,336,605				242,639,053

		6318		消耗品費		204,786,125		242,517,021		237,341,953				1,059,562,569				204,786,125

		6319		租税課金		196,275,086		174,404,845		207,087,708				584,094,722				196,275,086

		6321		減価償却費		309,842,144		342,023,413		346,527,349				1,388,032,913				309,842,144

		6331		のれん償却額		477,102,903		430,355,660		423,480,660				450,980,660				477,102,903

		6411		修繕費		45,738,059		75,217,210		70,320,139				359,266,917				45,738,059

		6431		顧問料		101,800,578		220,001,442		211,916,650				752,753,432				101,800,578

		6231		教育研修費		5,211,823		18,372,719		5,783,068				97,426,998				5,211,823

		6233		採用経費		38,437,127		66,672,300		41,297,359				126,186,004				38,437,127

		6412		地代家賃		349,457,660		371,380,566		362,382,628				1,472,194,454				349,457,660

		6413		保険料		62,307,122		66,030,239		62,776,693				204,855,244				62,307,122

		6414		組合協会費		13,145,030		13,487,075		14,688,509				54,676,842				13,145,030

		6415		水道光熱費		37,000,238		35,949,161		35,915,226				136,065,406				37,000,238

		6416		図書費		7,050,779		10,323,444		6,661,908				32,350,195				7,050,779

		6417		施設管理費		30,198,054		35,890,846		27,098,576				155,282,293				30,198,054

		6418		雑費		108,377,319		152,993,665		118,443,549				1,028,689,797				108,377,319

		6432		商品情報		74,633,513		83,428,979		66,901,538				506,450,464				74,633,513

		6419		研究開発費		650,637,539		746,880,220		664,873,481				3,386,429,571				650,637,539

		6420		研究開発費(減価償却費)手入力不可		0				0

		6511		支払手数料		358,221,127		322,284,502		292,623,829				1,372,985,949				358,221,127

		6512		寄附金		3,097,740		10,153,109		6,375,923				34,525,077				3,097,740

		6513		会議費		38,498,062		70,351,227		61,585,269				198,749,256				38,498,062

		50300001		販売費及び一般管理費合計		11,309,159,763		12,700,000,000		12,043,383,926				56,100,000,000				13,729,893,699



				人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		12.8%		13.1%		12.9%				13.5%				9.6%

				広告宣伝費比率 コウコク センデンヒ ヒリツ		1.8%		2.5%		1.8%				5.2%				1.4%

				研究開発費比率 ケンキュウ カイハツヒ ヒリツ		1.8%		1.9%		1.7%				2.2%				1.3%

				売上高 ウリアゲ ダカ		37,034,919,845		38,900,000,000		38,603,556,042				155,000,000,000				49,278,350,042





List

				1Q累計 ルイケイ		売上総利益の上振れ ウリアゲ ソウリエキ ウワブ		販管費の計画上振れ ハンカンヒ ケイカク ウワブ

				2Q累計 ルイケイ		売上総利益の下振れ ウリアゲ ソウリエキ シタブ		販管費の計画内運用 ハンカンヒ ケイカク ナイ ウンヨウ

				3Q累計 ルイケイ

				4Q累計 ルイケイ
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【連結】 貸借対照表
2021年 2022年 前年同期比 2021年
1Q末 1Q末 増減額 期末

流動資産 現金及び預金 10,602 16,221 5,618 21,027
売上債権 32,853 33,448 595 22,941
たな卸資産 28,998 33,848 4,849 27,502
その他 2,112 2,890 778 2,547

固定資産 有形固定資産 28,023 27,698 ▲ 325 27,551
無形固定資産 5,793 3,966 ▲ 1,827 4,276
投資その他の資産 14,199 14,260 61 14,868

資産　計 122,583 132,333 9,750 120,715
流動負債 仕入債務 37,691 38,012 320 32,449

短期借入金 4,684 10,573 5,889 2,498
その他 12,672 15,887 3,214 17,351

固定負債 長期借入金 1,940 960 ▲ 980 1,200
その他 2,906 1,970 ▲ 936 2,618

負債　計 59,895 67,404 7,508 56,118
純資産 株主資本合計 56,033 57,862 1,829 57,537

その他の包括利益累計額 2,183 2,558 375 2,421
非支配株主持分 4,470 4,508 37 4,638

純資産　計 62,687 64,929 2,242 64,596

（単位：百万円）

補足 6


BS



								2021年 ネン		2022年 ネン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2021年 ネン

								1Q末 マツ		1Q末 マツ		増減額 ゾウゲンガク				期末 キマツ

				流動資産 リュウドウ シサン		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,602		16,221		5,618				21,027

						売上債権 ウリアゲ サイケン		32,853		33,448		595				22,941

						たな卸資産 オロシ シサン		28,998		33,848		4,849				27,502

						その他 タ		2,112		2,890		778				2,547

				固定資産 コテイ シサン		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		28,023		27,698		▲ 325				27,551

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		5,793		3,966		▲ 1,827				4,276

						投資その他の資産 トウシ タ シサン		14,199		14,260		61				14,868

				資産　計 シサン ケイ				122,583		132,333		9,750				120,715

				流動負債 リュウドウ フサイ		仕入債務 シイレ サイム		37,691		38,012		320				32,449

						短期借入金 タンキ カリイレ キン		4,684		10,573		5,889				2,498

						その他 タ		12,672		15,887		3,214				17,351

				固定負債 コテイ フサイ		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		1,940		960		▲ 980				1,200

						その他 タ		2,906		1,970		▲ 936				2,618

				負債　計 フサイ ケイ				59,895		67,404		7,508				56,118

				純資産 ジュンシサン		株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		56,033		57,862		1,829				57,537

						その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイガク		2,183		2,558		375				2,421

						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		4,470		4,508		37				4,638

				純資産　計 ジュンシサン ケイ				62,687		64,929		2,242				64,596



				【入力用】 ニュウリョクヨウ

								2021年 ネン		2022年 ネン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2021年 ネン

						（単位：円） タンイ エン		1Q末 マツ		1Q末 マツ		増減額 ゾウゲンガク				期末 キマツ

				流動資産		現金及び預金		10,602,586,196		16,221,557,473		5,618,971,277				21,027,776,814

						売上債権		32,853,173,134		33,448,474,063		595,300,929				22,941,127,715

						たな卸資産		28,998,782,283		33,848,153,571		4,849,371,288				27,502,600,691

						その他		2,112,563,932		2,890,876,420		778,312,488				2,547,270,372

				固定資産		有形固定資産		28,023,713,771		27,698,010,294		▲ 325,703,477				27,551,370,397

						無形固定資産		5,793,303,593		3,966,285,676		▲ 1,827,017,917				4,276,511,269

						投資その他の資産		14,199,027,055		14,260,513,014		61,485,959				14,868,705,374

				資産　計				122,583,149,964		132,333,870,511		9,750,720,547				120,715,362,632

				流動負債		仕入債務		37,691,804,773		38,012,369,460		320,564,687				32,449,882,975

						短期借入金		4,684,400,000		10,573,960,000		5,889,560,000				2,498,783,333

						その他		12,672,873,571		15,887,682,418		3,214,808,847				17,351,809,974

				固定負債		長期借入金		1,940,000,000		960,000,000		▲ 980,000,000				1,200,000,000

						その他		2,906,754,350		1,970,250,998		▲ 936,503,352				2,618,006,968

				負債　計				59,895,832,694		67,404,262,876		7,508,430,182				56,118,483,250

				純資産		株主資本合計		56,033,396,785		57,862,671,668		1,829,274,883				57,537,050,796

						その他の包括利益累計額		2,183,189,647		2,558,761,299		375,571,652				2,421,448,969

						非支配株主持分		4,470,730,838		4,508,174,668		37,443,830				4,638,379,617

				純資産　計				62,687,317,270		64,929,607,635		2,242,290,365				64,596,879,382







List

				1Q累計 ルイケイ		売上総利益の上振れ ウリアゲ ソウリエキ ウワブ		販管費の計画上振れ ハンカンヒ ケイカク ウワブ

				2Q累計 ルイケイ		売上総利益の下振れ ウリアゲ ソウリエキ シタブ		販管費の計画内運用 ハンカンヒ ケイカク ナイ ウンヨウ

				3Q累計 ルイケイ

				4Q累計 ルイケイ
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【連結】 設備投資額・減価償却費
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
実績 実績 実績 実績 計画 実績 実績 実績 実績 計画

設備投資額 2,442 1,953 3,548 2,928 6,200 減価償却費 3,290 3,334 3,334 3,537 3,500
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（単位：百万円）

補足 7


Capex・Dep



						2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2021年 ネン		2022年 ネン						2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2021年 ネン		2022年 ネン

						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		計画 ケイカク						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		計画 ケイカク

				設備投資額 セツビ トウシ ガク		2,442		1,953		3,548		2,928		6,200				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		3,290		3,334		3,334		3,537		3,500





































				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2021年 ネン		2022年 ネン						2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2021年 ネン		2022年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		計画 ケイカク				（単位：円） タンイ エン		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		計画 ケイカク

				設備投資額 セツビ トウシ ガク														減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ







設備投資額	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2442	1953	3548	2928	6200	







減価償却費	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	3290	3334	3334	3536.7706779999999	3500	







List

				1Q累計 ルイケイ		売上総利益の上振れ ウリアゲ ソウリエキ ウワブ		販管費の計画上振れ ハンカンヒ ケイカク ウワブ

				2Q累計 ルイケイ		売上総利益の下振れ ウリアゲ ソウリエキ シタブ		販管費の計画内運用 ハンカンヒ ケイカク ナイ ウンヨウ

				3Q累計 ルイケイ

				4Q累計 ルイケイ
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【グループ各社】 業績概況
アース製薬 バスクリン 白元アース アース・ペット

2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年
（単位：百万円） 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績

売上高 21,013 21,989 21,408 3,358 3,966 3,767 3,971 4,383 4,114 1,558 1,389 1,403

売上総利益 9,944 10,568 9,478 1,500 1,702 1,719 1,557 1,509 1,347 662 543 628

営業利益 4,941 4,678 4,048 281 409 470 441 259 189 232 85 193

ペットフード工房 Earth(Thailand)Co.,Ltd. Earth Corporation Vietnam Earth Home Products Maraysia

2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年
（単位：百万円） 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績

売上高 118 132 127 1,330 1,266 1,500 632 823 1,080 0 28 31

売上総利益 65 70 67 471 373 497 256 325 407 0 13 6

営業利益 ▲ 10 ▲ 6 4 279 135 241 41 37 95 0 ▲ 20 ▲ 24

安斯(上海)投資有限公司 天津阿斯化学有限公司 安速日用化学(蘇州)有限公司 アース環境サービス
2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年 2021年 2022年 2022年

（単位：百万円） 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績 1Q累計実績* 1Q累計計画 1Q累計実績

売上高 517 422 563 1,008 1,007 1,128 555 425 543 6,381 6,248 6,414

売上総利益 163 120 221 196 117 168 144 65 110 2,418 2,570 2,698

営業利益 1 ▲ 31 75 141 52 91 93 24 68 67 72 299

（単位：百万円）

補足 8*前期実績について、本年の基準を適用したと仮定した場合の参考値


PL

				1Q累計 ルイケイ



						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績**

				売上高 ウリアゲ ダカ		37,034		38,900		38,603				155,000				49,278

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		19,951		21,000		21,236				88,150				27,497

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		17,083		17,900		17,367				66,850				21,780

				販管費 ハンカンヒ		11,309		12,700		12,043				56,099				13,729

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,774		5,200		5,323				10,750				8,050

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		190		50		333				500				190

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		33		20		8				100				33

				経常利益 ケイジョウ リエキ		5,930		5,230		5,648				11,150				8,206

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0				0				0

				特別損失 トクベツ ソンシツ		5		100		30				250				5

				税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		5,925		5,130		5,617				10,900				8,201

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		5,925		1,650		1,756				3,300				2,524

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		0		3,480		3,861				7,600				5,676

				非支配株主帰属当期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		0		0		94				320				101

				親会社株主帰属当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		0		3,480		3,766				7,280				5,575



				粗利率 アラリリツ		46.1%		46.0%		45.0%				43.1%				44.2%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		15.6%		13.4%		13.8%				6.9%				16.3%

				当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.0%		8.9%		9.8%				4.7%				11.3%

				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績*

				売上高 ウリアゲ ダカ		37,034,919,845		38,900,000,000		38,603,556,042				155,000,000,000				49,278,350,042				104.2%		99.2%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		19,951,581,440		21,000,000,000		21,236,501,428				88,150,000,000				27,497,920,026				106.4%		101.1%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		17,083,338,405		17,900,000,000		17,367,054,614				66,850,000,000				21,780,430,016				101.7%		97.0%

				販管費 ハンカンヒ		11,309,159,763		12,700,000,000		12,043,383,926				56,100,000,000				13,729,893,699				106.5%		94.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		5,774,178,642		5,200,000,000		5,323,670,688				10,750,000,000				8,050,536,317				92.2%		102.4%

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		190,085,103		50,000,000		333,839,669				500,000,000				190,085,103				175.6%		667.7%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		33,934,118		20,000,000		8,930,269				100,000,000				33,934,118				26.3%		44.7%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		5,930,329,627		5,230,000,000		5,648,580,088				11,150,000,000				8,206,687,302				95.2%		108.0%

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		46,275				0								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				特別損失 トクベツ ソンシツ		5,144,248		100,000,000		30,693,978				250,000,000				5,144,248				596.7%		30.7%

				税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		5,925,185,379		5,130,000,000		5,617,932,385				10,900,000,000				8,201,543,054				94.8%		109.5%

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		5,925,185,379		1,650,000,000		1,756,609,447				3,300,000,000				2,524,952,892				29.6%		106.5%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				3,480,000,000		3,861,322,938				7,600,000,000				5,676,590,162				ERROR:#DIV/0!		111.0%

				非支配株主帰属当期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				0		94,844,130				320,000,000				101,121,442				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				親会社株主帰属当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				3,480,000,000		3,766,478,808				7,280,000,000				5,575,468,720				ERROR:#DIV/0!		108.2%



				粗利率 アラリリツ		46.1%		46.0%		45.0%				43.1%				44.2%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		15.6%		13.4%		13.8%				6.9%				16.3%

				当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		0.0%		8.9%		9.8%				4.7%				11.3%





販売区分別

				1Q累計



						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績**

				虫ケア用品部門　計 ムシ ヨウヒン ブモン ケイ		17,183		17,612		17,684				61,431				19,114

				口腔衛生用品 コウクウ エイセイ ヨウヒン		1,799		1,917		1,769				8,280				10,142

				入浴剤 ニュウヨク ザイ		5,812		6,744		6,201				27,219				6,824

				その他日用品 タ ニチヨウヒン		7,032		7,946		7,863				33,792				7,953

				日用品部門　計 ニチヨウヒン ブモン ケイ		14,644		16,608		15,834				69,292				24,921

				ペット用品・その他部門　計 ヨウヒン タ ブモン ケイ		2,229		1,678		2,150				7,039				2,318

				家庭用品事業　計 カテイ ヨウヒン ジギョウ ケイ		34,057		35,899		35,669				137,763				46,354

				総合環境衛生事業　計 ソウゴウ カンキョウ エイセイ ジギョウ ケイ		6,381		6,248		6,414				27,700				6,334

				内部売上高含む合計 ナイブ ウリアゲ ダカ フク ゴウケイ		40,438		42,148		42,084				165,463				52,688

				（調整分） チョウセイ ブン		▲ 3,403		▲ 3,248		▲ 3,481				▲ 10,463				▲ 3,410

				総合計 ソウ ゴウケイ		37,034		38,900		38,603				155,000				49,278



				（構成比） コウセイ ヒ

				虫ケア用品部門 ムシ ヨウヒン ブモン		46.4%		45.3%		45.8%		0.0%		39.6%		0.0%		38.8%

				日用品部門 ニチヨウヒン ブモン		39.5%		42.7%		41.0%		0.0%		44.7%		0.0%		50.6%

				ペット用品・その他部門 ヨウヒン タ ブモン		6.0%		4.3%		5.6%		0.0%		4.5%		0.0%		4.7%

				家庭用品事業 カテイ ヨウヒン ジギョウ		92.0%		92.3%		92.4%		0.0%		88.9%		0.0%		94.1%

				総合環境衛生事業 ソウゴウ カンキョウ エイセイ ジギョウ		17.2%		16.1%		16.6%		0.0%		17.9%		0.0%		12.9%

				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績*

				虫ケア用品部門　計 ムシ ヨウヒン ブモン ケイ		17,183,637,448		17,612,454,000		17,684,628,397				61,431,699,000				19,114,741,693

				口腔衛生用品 コウクウ エイセイ ヨウヒン		1,799,142,684		1,917,792,000		1,769,389,742				8,280,442,000				10,142,579,794

				入浴剤 ニュウヨク ザイ		5,812,600,790		6,744,041,000		6,201,644,116				27,219,799,000				6,824,993,021

				その他日用品 タ ニチヨウヒン		7,032,517,443		7,946,709,000		7,863,259,886				33,792,623,000				7,953,546,871

				日用品部門　計 ニチヨウヒン ブモン ケイ		14,644,260,917		16,608,542,000		15,834,293,744				69,292,864,000				24,921,119,686

				ペット用品・その他部門　計 ヨウヒン タ ブモン ケイ		2,229,444,861		1,678,400,747		2,150,959,541				7,039,191,914				2,318,492,921

				家庭用品事業　計 カテイ ヨウヒン ジギョウ ケイ		34,057,343,226		35,899,396,747		35,669,881,682				137,763,754,914				46,354,354,300

				総合環境衛生事業　計 ソウゴウ カンキョウ エイセイ ジギョウ ケイ		6,381,340,609		6,248,900,000		6,414,995,328				27,700,000,000				6,334,564,257

				内部売上高含む合計 ナイブ ウリアゲ ダカ フク ゴウケイ		40,438,683,835		42,148,296,747		42,084,877,010				165,463,754,914				52,688,918,557

				（調整分） チョウセイ ブン		▲ 3,403,763,990		▲ 3,248,296,747		▲ 3,481,320,968				▲ 10,463,754,914				▲ 3,410,568,515

				総合計 ソウ ゴウケイ		37,034,919,845		38,900,000,000		38,603,556,042				155,000,000,000				49,278,350,042



				（構成比） コウセイ ヒ

				虫ケア用品部門 ムシ ヨウヒン ブモン		46.4%		45.3%		45.8%				39.6%				38.8%

				日用品部門 ニチヨウヒン ブモン		39.5%		42.7%		41.0%				44.7%				50.6%

				ペット用品・その他部門 ヨウヒン タ ブモン		6.0%		4.3%		5.6%				4.5%				4.7%

				家庭用品事業 カテイ ヨウヒン ジギョウ		92.0%		92.3%		92.4%				88.9%				94.1%

				総合環境衛生事業 ソウゴウ カンキョウ エイセイ ジギョウ		17.2%		16.1%		16.6%				17.9%				12.9%





OP変動要因

				1Q累計

				2022年 ネン		1Q累計計画		5,200						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				123

												＜内訳＞ ウチワケ		影響額 エイキョウ ガク

												・売上未達の影響 ウリアゲ ミタツ エイキョウ		▲ 135

												・売上構成比の変化 ウリアゲ コウセイヒ ヘンカ

												・原材料価格・為替変動等の影響 ゲンザイリョウ カカク カワセ ヘンドウ トウ エイキョウ		▲ 397

								売上総利益の上振れ ウリアゲ ソウリエキ ウワブ						▲ 532

												・人件費の計画下振れ ジンケンヒ ケイカク シタブ		97

												・物流費の計画上振れ ブツリュウ ヒ ケイカク ウワブ		▲ 6

												・広告宣伝費の期ズレ・未使用 コウコク センデンヒ キ ミシヨウ		291

												・研究開発費の期ズレ・未使用 ケンキュウ カイハツヒ キ ミシヨウ		82

												・旅費・交際費など活動費 リョヒ コウサイ ヒ カツドウ ヒ		63



												・その他 タ		129

								販管費の予算内執行 ハンカンヒ ヨサン ナイ シッコウ						656





				2022年 ネン		1Q累計実績		5,323				+は増益要因、▲は減益要因 ゾウエキ ヨウイン ゲンエキ ヨウイン





販管費

				1Q累計



						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績**

				人件費 ジンケンヒ		4,723		5,084		4,987				20,910				4,723				▲ 97

				運送費 ウンソウヒ		875		945		957				4,449				875				12

				保管料 ホカン リョウ		539		605		599				2,511				539				▲ 6

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		672		989		698				8,120				672				▲ 291

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		440		233		289				1,070				2,861				56

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		650		746		664				3,386				650				▲ 82

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		309		342		346				1,388				309				4

				のれんの償却費 ショウキャク ヒ		477		430		423				450				477				▲ 7

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		217		325		251				1,393				217				▲ 74

				交際費 コウサイ ヒ		55		73		84				474				55				11

				支払手数料 シハライ テスウリョウ		358		322		292				1,372				358				▲ 30

				販売手数料 ハンバイ テスウリョウ		86		350		368				1,245				86				18

				雑費 ザッピ		108		152		118				1,028				108				▲ 34

				その他 タ		1,800		2,104		1,967				8,303				1,799				▲ 137

				販管費　計 ハンカンヒ ケイ		11,309		12,700		12,043				56,099				13,729				▲ 657



				（構成比） コウセイ ヒ

				人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		12.8%		13.1%		12.9%		0.0%		13.5%		0.0%		9.6%

				広告宣伝費比率 コウコク センデンヒ ヒリツ		1.8%		2.5%		1.8%		0.0%		5.2%		0.0%		1.4%

				研究開発費比率 ケンキュウ カイハツヒ ヒリツ		1.8%		1.9%		1.7%		0.0%		2.2%		0.0%		1.3%



				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績*

		6433		販売（支払）手数料		86,803,335		350,468,095		368,101,185				1,245,766,116				86,803,335				17,633,090

		6111		運送費		875,425,948		945,057,330		957,709,812				4,449,842,319				875,425,948				12,652,482

		6112		保管料		539,206,958		605,672,365		599,662,145				2,511,090,578				539,206,958				▲ 6,010,220

		6113		広告宣伝費		612,755,891		919,295,952		647,513,200				7,794,029,554				612,755,891				▲ 271,782,752

		6211		販売促進費		440,669,534		229,531,956		289,081,627				1,051,056,169				2,861,403,470				59,549,671

		6212		販売報奨金		0		4,464,821		0				19,892,973								▲ 4,464,821

		6213		見本費		59,574,510		70,193,807		50,919,729				326,865,348				59,574,510				▲ 19,274,078

		6214		貸倒引当金繰入額		13,272,956		▲ 300,000		15,477,772				1,100,000				13,272,956				15,777,772

		6221		貸倒損失		0		0		0				0								0

		6215		役員報酬		273,602,650				297,260,560								273,602,650				297,260,560

		6216		給料手当		2,830,891,386		5,084,526,457		3,041,422,895				20,910,633,389				2,830,891,386				▲ 2,043,103,562

		6229		役員賞与		0				0												0

		6217		賞与金		4,829,793				▲ 12,961,477								4,829,793				▲ 12,961,477

		6218		役員退職慰労引当金繰入額		0				0												0

		6220		役員販管退職金		0				0												0

		6219		法定福利費		595,344,561				644,033,477								595,344,561				644,033,477

		6222		役員賞与引当金繰入額		0				0												0

		6311		賞与引当金繰入額		904,221,972				939,127,841								904,221,972				939,127,841

		6312		退職給付費用		114,181,489				78,496,021								114,181,489				78,496,021

		6232		人材派遣料		44,913,893		42,022,317		42,037,061				193,790,452				44,913,893				14,744

		6313		厚生福利費		194,134,545		210,941,306		203,673,342				870,500,115				194,134,545				▲ 7,267,964

		6314		交際費		55,515,638		73,462,960		84,375,552				474,275,016				55,515,638				10,912,592

		6315		旅費交通費		217,172,014		325,258,411		251,265,200				1,393,098,202				217,172,014				▲ 73,993,211

		6316		通信費		92,185,609		108,135,027		91,947,924				447,164,402				92,185,609				▲ 16,187,103

		6317		事務用品費		242,639,053		242,551,557		190,158,045				1,009,336,605				242,639,053				▲ 52,393,512

		6318		消耗品費		204,786,125		242,517,021		237,341,953				1,059,562,569				204,786,125				▲ 5,175,068

		6319		租税課金		196,275,086		174,404,845		207,087,708				584,094,722				196,275,086				32,682,863

		6321		減価償却費		309,842,144		342,023,413		346,527,349				1,388,032,913				309,842,144				4,503,936

		6331		のれん償却額		477,102,903		430,355,660		423,480,660				450,980,660				477,102,903				▲ 6,875,000

		6411		修繕費		45,738,059		75,217,210		70,320,139				359,266,917				45,738,059				▲ 4,897,071

		6431		顧問料		101,800,578		220,001,442		211,916,650				752,753,432				101,800,578				▲ 8,084,792

		6231		教育研修費		5,211,823		18,372,719		5,783,068				97,426,998				5,211,823				▲ 12,589,651

		6233		採用経費		38,437,127		66,672,300		41,297,359				126,186,004				38,437,127				▲ 25,374,941

		6412		地代家賃		349,457,660		371,380,566		362,382,628				1,472,194,454				349,457,660				▲ 8,997,938

		6413		保険料		62,307,122		66,030,239		62,776,693				204,855,244				62,307,122				▲ 3,253,546

		6414		組合協会費		13,145,030		13,487,075		14,688,509				54,676,842				13,145,030				1,201,434

		6415		水道光熱費		37,000,238		35,949,161		35,915,226				136,065,406				37,000,238				▲ 33,935

		6416		図書費		7,050,779		10,323,444		6,661,908				32,350,195				7,050,779				▲ 3,661,536

		6417		施設管理費		30,198,054		35,890,846		27,098,576				155,282,293				30,198,054				▲ 8,792,270

		6418		雑費		108,377,319		152,993,665		118,443,549				1,028,689,797				108,377,319				▲ 34,550,116

		6432		商品情報		74,633,513		83,428,979		66,901,538				506,450,464				74,633,513				▲ 16,527,441

		6419		研究開発費		650,637,539		746,880,220		664,873,481				3,386,429,571				650,637,539				▲ 82,006,739

		6420		研究開発費(減価償却費)手入力不可		0				0												0

		6511		支払手数料		358,221,127		322,284,502		292,623,829				1,372,985,949				358,221,127				▲ 29,660,673

		6512		寄附金		3,097,740		10,153,109		6,375,923				34,525,077				3,097,740				▲ 3,777,186

		6513		会議費		38,498,062		70,351,227		61,585,269				198,749,256				38,498,062				▲ 8,765,958

		50300001		販売費及び一般管理費合計		11,309,159,763		12,700,000,000		12,043,383,926				56,100,000,000				13,729,893,699				▲ 656,616,074



				（構成比） コウセイ ヒ

				人件費比率 ジンケンヒ ヒリツ		12.8%		13.1%		12.9%				13.5%				9.6%

				広告宣伝費比率 コウコク センデンヒ ヒリツ		1.8%		2.5%		1.8%				5.2%				1.4%

				研究開発費比率 ケンキュウ カイハツヒ ヒリツ		1.8%		1.9%		1.7%				2.2%				1.3%

				売上高 ウリアゲ ダカ		37,034,919,845		38,900,000,000		38,603,556,042				155,000,000,000				49,278,350,042





各社別 (2)

				1Q累計 ルイケイ



						アース製薬 セイヤク								バスクリン								白元アース ハクゲン								アース・ペット

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		21,013		21,989		21,408				3,358		3,966		3,767				3,971		4,383		4,114				1,558		1,389		1,403

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		9,944		10,568		9,478				1,500		1,702		1,719				1,557		1,509		1,347				662		543		628

				営業利益 エイギョウ リエキ		4,941		4,678		4,048				281		409		470				441		259		189				232		85		193



						ペットフード工房 コウボウ								Earth(Thailand)Co.,Ltd.								Earth Corporation Vietnam								Earth Home Products Maraysia

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		118		132		127				1,330		1,266		1,500				632		823		1,080				0		28		31

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		65		70		67				471		373		497				256		325		407				0		13		6

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 10		▲ 6		4				279		135		241				41		37		95				0		▲ 20		▲ 24



						安斯(上海)投資有限公司 ヤス シ シャンハイ トウシ ユウゲン コウシ								天津阿斯化学有限公司 テンシン								安速日用化学(蘇州)有限公司 ヤス ソク ニチ ヨウ カガク ソシュウ ユウゲンコンス								アース環境サービス カンキョウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		517		422		563				1,008		1,007		1,128				555		425		543				6,381		6,248		6,414

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		163		120		221				196		117		168				144		65		110				2,418		2,570		2,698

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		▲ 31		75				141		52		91				93		24		68				67		72		299



				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						Earth								BC								HE								Pet

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		21,013,339,176		21,989,736,440		21,408,765,895				3,358,416,942		3,966,890,000		3,767,095,618				3,971,477,578		4,383,635,700		4,114,614,406				1,558,657,196		1,389,877,000		1,403,371,874

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		9,944,181,371		10,568,465,289		9,478,269,419				1,500,473,879		1,702,240,000		1,719,559,486				1,557,779,528		1,509,542,563		1,347,183,987				662,883,340		543,919,000		628,144,467

				営業利益 エイギョウ リエキ		4,941,373,714		4,678,126,289		4,048,504,231				281,385,014		409,783,000		470,377,532				441,609,050		259,279,823		189,999,150				232,754,088		85,465,000		193,658,018



						PFK								ETC								ECV								EHM

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		118,459,196		132,609,000		127,614,132				1,330,219,596		1,266,242,475		1,500,906,400				632,106,767		823,528,988		1,080,820,100						28,191,200		31,909,554

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		65,010,468		70,771,000		67,168,082				471,592,203		373,503,074		497,632,713				256,614,090		325,835,654		407,531,375						13,934,200		6,208,075

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 10,442,686		▲ 6,272,000		4,454,353				279,721,547		135,206,400		241,318,460				41,535,628		37,471,432		95,572,373						▲ 20,067,400		▲ 24,949,989



						上海 シャンハイ								天津 テンシン								蘇州 ソシュウ								ESCO

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		517,084,148		422,434,132		563,257,539				1,008,768,746		1,007,596,800		1,128,082,020				555,618,408		425,079,900		543,444,144				6,381,340,609		6,248,900,000		6,414,995,328

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		163,566,539		120,216,832		221,616,552				196,121,646		117,957,700		168,523,079				144,161,905		65,615,900		110,483,218				2,418,576,228		2,570,150,000		2,698,243,092

				営業利益 エイギョウ リエキ		1,104,006		▲ 31,474,917		75,917,176				141,585,591		52,822,000		91,691,447				93,737,046		24,901,800		68,413,894				67,690,557		72,844,500		299,188,923

				Earth		BC		HE		Pet				PFK		エスコ		上海 シャンハイ				天津 テンシン		蘇州 ソシュウ		ETC				ECV		EHM		EHPI

						3966890		4383635.70069203		1389877				132609		6248900		422434.132456				1007596.8		425079.9		1266242.47529688				823528.98820121		28191.2		0

						1702240		1509542.56303532		543919				70771		2570150		120216.832456				117957.7		65615.9		373503.074411413				325835.6547859		13934.2		0

						409783		259279.823035317		85465.0000000001				-6272		2497305.5		-31474.917544				52822		24901.8		135206.400073291				37471.4321695599		-20067.4		0

				21989736440		3,966,890,000		4,383,635,700		1,389,877,000				132,609,000		6,248,900,000		422,434,132				1,007,596,800		425,079,900		1,266,242,475				823,528,988		28,191,200		0

				10568465289		1,702,240,000		1,509,542,563		543,919,000				70,771,000		2,570,150,000		120,216,832				117,957,700		65,615,900		373,503,074				325,835,654		13,934,200		0

				4678126289		409,783,000		259,279,823		85,465,000				▲ 6,272,000		2,497,305,500		▲ 31,474,917				52,822,000		24,901,800		135,206,400				37,471,432		▲ 20,067,400		0





BS



								2021年 ネン		2022年 ネン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2021年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				1Q末 マツ		1Q末 マツ		増減額 ゾウゲンガク				期末 キマツ

				流動資産 リュウドウ シサン		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,602		16,221		5,618				21,027

						売上債権 ウリアゲ サイケン		32,853		33,448		595				22,941

						たな卸資産 オロシ シサン		28,998		33,848		4,849				27,502

						その他 タ		2,112		2,890		778				2,547

				固定資産 コテイ シサン		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		28,023		27,698		▲ 325				27,551

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		5,793		3,966		▲ 1,827				4,276

						投資その他の資産 トウシ タ シサン		14,199		14,260		61				14,868

				資産　計 シサン ケイ				122,583		132,333		9,750				120,715

				流動負債 リュウドウ フサイ		仕入債務 シイレ サイム		37,691		38,012		320				32,449

						短期借入金 タンキ カリイレ キン		4,684		10,573		5,889				2,498

						その他 タ		12,672		15,887		3,214				17,351

				固定負債 コテイ フサイ		長期借入金 チョウキ カリイレ キン		1,940		960		▲ 980				1,200

						その他 タ		2,906		1,970		▲ 936				2,618

				負債　計 フサイ ケイ				59,895		67,404		7,508				56,118

				純資産 ジュンシサン		株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		56,033		57,862		1,829				57,537

						その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイガク		2,183		2,558		375				2,421

						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		4,470		4,508		37				4,638

				純資産　計 ジュンシサン ケイ				62,687		64,929		2,242				64,596



				【入力用】 ニュウリョクヨウ

								2021年 ネン		2022年 ネン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2021年 ネン

						（単位：円） タンイ エン		1Q末 マツ		1Q末 マツ		増減額 ゾウゲンガク				期末 キマツ

				流動資産		現金及び預金		10,602,586,196		16,221,557,473		5,618,971,277				21,027,776,814

						売上債権		32,853,173,134		33,448,474,063		595,300,929				22,941,127,715

						たな卸資産		28,998,782,283		33,848,153,571		4,849,371,288				27,502,600,691

						その他		2,112,563,932		2,890,876,420		778,312,488				2,547,270,372				74,567,105,545		86,409,061,527				74,018,775,592

				固定資産		有形固定資産		28,023,713,771		27,698,010,294		▲ 325,703,477				27,551,370,397

						無形固定資産		5,793,303,593		3,966,285,676		▲ 1,827,017,917				4,276,511,269

						投資その他の資産		14,199,027,055		14,260,513,014		61,485,959				14,868,705,374				48,016,044,419		45,924,808,984				46,696,587,040

				資産　計				122,583,149,964		132,333,870,511		9,750,720,547				120,715,362,632

				流動負債		仕入債務		37,691,804,773		38,012,369,460		320,564,687				32,449,882,975

						短期借入金		4,684,400,000		10,573,960,000		5,889,560,000				2,498,783,333

						その他		12,672,873,571		15,887,682,418		3,214,808,847				17,351,809,974				55,049,078,344		64,474,011,878				52,300,476,282

				固定負債		長期借入金		1,940,000,000		960,000,000		▲ 980,000,000				1,200,000,000

						その他		2,906,754,350		1,970,250,998		▲ 936,503,352				2,618,006,968				4,846,754,350		2,930,250,998				3,818,006,968

				負債　計				59,895,832,694		67,404,262,876		7,508,430,182				56,118,483,250

				純資産		株主資本合計		56,033,396,785		57,862,671,668		1,829,274,883				57,537,050,796

						その他の包括利益累計額		2,183,189,647		2,558,761,299		375,571,652				2,421,448,969

						非支配株主持分		4,470,730,838		4,508,174,668		37,443,830				4,638,379,617

				純資産　計				62,687,317,270		64,929,607,635		2,242,290,365				64,596,879,382







CF



						2021年 ネン		2022年 ネン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2021年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		2Q末 マツ		2Q末 マツ		増減額 ゾウゲンガク				期末 キマツ

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		0		0		0				0

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		0		0		0				0

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		0		0		0				0

				現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ カカ カンザン サガク		0		0		0				0

				現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク		0		0		0				0

				現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ		0		0		0				0

				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		0		0		0				0



				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		2Q末 マツ		2Q末 マツ		増減額 ゾウゲンガク				期末 キマツ

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ						0

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ						0

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ						0

				現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ カカ カンザン サガク						0

				現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク						0

				現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ						0

				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ						0







Capex・Dep



						2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2021年 ネン		2022年 ネン						2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2021年 ネン		2022年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		計画 ケイカク				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		計画 ケイカク

				設備投資額 セツビ トウシ ガク		2,442		1,953		3,548		2,928		6,200				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		3,290		3,334		3,334		3,537		3,500





































				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2021年 ネン		2022年 ネン						2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2021年 ネン		2022年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		計画 ケイカク				（単位：円） タンイ エン		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		計画 ケイカク

				設備投資額 セツビ トウシ ガク														減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ







設備投資額	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2442	1953	3548	2928	6200	







減価償却費	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	3290	3334	3334	3536.7706779999999	3500	







サステナ

				マテリアリティ		2030年目標 ネン モクヒョウ		KPI								SDGs

								2023年 ネン		2026年 ネン		2030年 ネン

				気候変動への対応		全ての拠点におけるCO2排出量を削減します。 スベ キョテン		CO2排出量削減：2020年比で（Scope 1, 2） ネンヒ

								・14%削減		・28%削減		・46%削減 サクゲン

						電力の再生可能エネルギー化を進めます。 カ スス		再生可能エネルギー化率：

								・工場の再エネ化【再エネ率60%】		・研究所の再エネ化【再エネ率90%】		・オフィス*の再エネ化【再エネ率95%】　　　　　　　　　　　*テナントオフィスを除く ノゾ

				地球環境問題への配慮		モノづくり（研究開発から生産）にかかわる水の使用効率を向上させます。 ケンキュウ カイハツ セイサン ミズ シヨウ コウリツ コウジョウ		水の使用効率の向上：2020年比で

								・3%向上 コウジョウ		・6%向上 コウジョウ		・10%向上 コウジョウ

						循環型社会を目指し、資源を有効に活用します。		工場・研究所からの産業廃棄物等のゼロエミッション：

								・処理委託先の状況調査・見直し		・工場と研究所のゼロエミッション コウジョウ ケンキュウジョ		・工場と研究所のゼロエミッションの維持 コウジョウ ケンキュウジョ

						アースECO基準を定め、環境に配慮した製品の拡大を推進します。		アースECO基準概要：
　⇒別表（アースECO基準）参照 ベツ ヒョウ キジュン サンショウ

				持続可能な調達の推進		環境などに配慮した包装材料の調達を推進します。 カンキョウ ハイリョ ホウソウ ザイリョウ チョウタツ スイシン		森林認証紙の使用率：

								・10%以上 イジョウ		・30%以上 イジョウ		・70%以上 イジョウ

				安心で快適な
暮らしに貢献する
製品・サービスの提供		お客様の満足と信頼を損ねる品質重大事故をゼロにするため、自社工場、製造委託先工場の定期品質監査実施率を向上させます。		定期品質監査実施率：

								・100%を維持 イジ

						関連法令を遵守し、違反につながる重大事故をゼロにするため、教育訓練年間計画の実施率を向上させます。		教育訓練の実施率：

								・100％を維持

				多様な人財の活躍を
支える職場の実現		年次有給休暇の取得を促進します。		有給休暇取得率：

								・70%以上を維持





総売・返品・控除

				1Q累計 ルイケイ

						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2021年1Q累計実績		全体 ゼンタイ		Earth		BC		HE		Pet		PFK		上海 シャンハイ		天津 テンシン		蘇州 ソシュウ		ETC		ECV		EHM		EHPI		ESCO		内部売上高 ナイブ ウリアゲ ダカ

				総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ		44,078		25,736		4,425		4,958		1,736		118		534		1,008		555		1,389		691		0		0		6,334		▲ 3,410

				返品高 ヘンピン ダカ		703		496		60		107		30		0		2		0		0		5		0		0		0		0		0

				（総売－返品） ソウ ウ ヘンピン		43,374		25,239		4,365		4,850		1,705		118		532		1,008		555		1,383		691		0		0		6,334		▲ 3,410

				値引・割戻高 ネビキ ワリモドシ ダカ		442		442		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				販売促進費（売上控除） ハンバイ ソクシン ヒ ウリアゲ コウジョ		3,795		1,671		1,068		858		135		0		61		0		0		185		48		0		0		0		0

				（売上控除分） ウリアゲ コウジョ ブン		4,238		2,113		1,068		858		135		0		61		0		0		185		48		0		0		0		0

				【入力用】 ニュウリョクヨウ		（単位：千円） タンイ セン エン												16.84		16.84		16.84		3.54		4.8

				2021年1Q累計実績		全体 ゼンタイ		Earth		BC		HE		Pet		PFK		上海 シャンハイ		天津 テンシン		蘇州 ソシュウ		ETC		ECV		EHM		EHPI		ESCO		内部売上高 ナイブ ウリアゲ ダカ

				総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ		44,078,588		25,736,179		4,425,864		4,958,001		1,736,074		118,458		534,418		1,008,769		555,618		1,389,340		691,871						6,334,564		▲ 3,410,569

				返品高 ヘンピン ダカ		703,678		496,602		60,335		107,675		30,672		0		2,196		0		0		5,648		550						0

				（総売－返品） ソウ ウ ヘンピン		43,374,910		25,239,577		4,365,529		4,850,326		1,705,402		118,458		532,222		1,008,769		555,618		1,383,692		691,321		0		0		6,334,564		▲ 3,410,569

				値引・割戻高 ネビキ ワリモドシ ダカ		442,534		442,534												0		0

				販売促進費（売上控除） ハンバイ ソクシン ヒ ウリアゲ コウジョ		3,795,792		1,671,117		1,068,191		858,706		135,069		0		3,177		0		0		50,502		9,030		0		0		0

				（売上控除分） ウリアゲ コウジョ ブン		4,238,326		2,113,651		1,068,191		858,706		135,069		0		3,177		0		0		50,502		9,030		0		0		0		0

						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2022年1Q累計計画		全体 ゼンタイ		Earth		BC		HE		Pet		PFK		上海 シャンハイ		天津 テンシン		蘇州 ソシュウ		ETC		ECV		EHM		EHPI		ESCO		内部売上高 ナイブ ウリアゲ ダカ

				総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ		46,400		27,118		4,941		5,332		1,559		132		511		1,007		425		1,459		888		32		0		6,248		▲ 3,248

				返品高 ヘンピン ダカ		680		471		▲ 1		109		63		0		22		0		0		9		0		0		0		0		0

				（総売－返品） ソウ ウ ヘンピン		45,720		26,647		4,942		5,222		1,496		132		488		1,007		425		1,450		888		32		0		6,248		▲ 3,248

				値引・割戻高 ネビキ ワリモドシ ダカ		1,430		896		0		431		30		0		23		0		0		27		13		0		0		0		0

				販売促進費（売上控除） ハンバイ ソクシン ヒ ウリアゲ コウジョ		5,390		3,651		975		407		76		0		43		0		0		156		50		4		0		0		0

				（売上控除分） ウリアゲ コウジョ ブン		6,820		4,547		975		838		106		0		66		0		0		184		64		4		0		0		0

				【入力用】 ニュウリョクヨウ		（単位：千円） タンイ セン エン

				2022年1Q累計計画		全体 ゼンタイ		Earth		BC		HE		Pet		PFK		上海 シャンハイ		天津 テンシン		蘇州 ソシュウ		ETC		ECV		EHM		EHPI		ESCO		内部売上高 ナイブ ウリアゲ ダカ

				総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ		46,400,000		27,118,432		4,941,000		5,332,001		1,559,848		132,609		511,525		1,007,597		425,080		1,459,967		888,256		32,818		0		6,248,900		▲ 3,248,297

				返品高 ヘンピン ダカ		680,000		471,339		▲ 1,000		109,531		63,450		0		22,532		0		0		9,302		0		0		0		0		0

				（総売－返品） ソウ ウ ヘンピン		45,720,000		26,647,093		4,942,000		5,222,470		1,496,398		132,609		488,993		1,007,597		425,080		1,450,665		888,256		32,818		0		6,248,900		▲ 3,248,297

				値引・割戻高 ネビキ ワリモドシ ダカ		1,430,000		896,139		0		431,004		30,431		0		23,290		0		0		27,905		13,974		484		0		0

				販売促進費（売上控除） ハンバイ ソクシン ヒ ウリアゲ コウジョ		5,390,000		3,651,084		975,110		407,831		76,090		0		43,269		0		0		156,517		50,754		4,170		0		0

				（売上控除分） ウリアゲ コウジョ ブン		6,820,000		4,547,223		975,110		838,835		106,521		0		66,559		0		0		184,423		64,727		4,654		0		0		0

						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2022年1Q累計実績		全体 ゼンタイ		Earth		BC		HE		Pet		PFK		上海 シャンハイ		天津 テンシン		蘇州 ソシュウ		ETC		ECV		EHM		EHPI		ESCO		内部売上高 ナイブ ウリアゲ ダカ

				総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ		46,034		26,684		4,580		5,093		1,573		127		507		1,128		543		1,638		1,172		50		0		6,414		▲ 3,481

				返品高 ヘンピン ダカ		928		608		50		215		21		0		24		0		0		5		0		1		0		0		0

				（総売－返品） ソウ ウ ヘンピン		45,106		26,075		4,530		4,878		1,551		127		483		1,128		543		1,632		1,172		48		0		6,414		▲ 3,481

				値引・割戻高 ネビキ ワリモドシ ダカ		406		0		0		331		61		0		▲ 1		0		0		38		17		6		0		0		0

				販売促進費（売上控除） ハンバイ ソクシン ヒ ウリアゲ コウジョ		6,032		4,712		763		432		75		0		46		0		0		139		48		11		0		0		0

				（売上控除分） ウリアゲ コウジョ ブン		6,439		4,711		763		763		136		0		44		0		0		178		66		17		0		0		0

				【入力用】 ニュウリョクヨウ		（単位：千円） タンイ セン エン												19.26		19.26		19.26		3.68		5.33		28.88

				2022年1Q累計実績		全体 ゼンタイ		Earth		BC		HE		Pet		PFK		上海 シャンハイ		天津 テンシン		蘇州 ソシュウ		ETC		ECV		EHM		EHPI		ESCO		内部売上高 ナイブ ウリアゲ ダカ

				総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ		46,034,269		26,684,338		4,580,916		5,093,693		1,573,344		127,615		507,886		1,128,082		543,444		1,638,106		1,172,491		50,679				6,414,995		▲ 3,481,321

				返品高 ヘンピン ダカ		928,223		608,439		50,312		215,487		21,981		0		24,056		0		0		5,738		479		1,731				0

				（総売－返品） ソウ ウ ヘンピン		45,106,046		26,075,899		4,530,604		4,878,206		1,551,363		127,615		483,830		1,128,082		543,444		1,632,368		1,172,013		48,948		0		6,414,995		▲ 3,481,321

				値引・割戻高 ネビキ ワリモドシ ダカ		406,679		▲ 563		0		331,507		61,841		0		▲ 61		0		0		10,479		3,267		208				0

				販売促進費（売上控除） ハンバイ ソクシン ヒ ウリアゲ コウジョ		6,032,753		4,712,242		763,507		432,084		75,016		0		2,389		0		0		37,954		9,181		382				0

				（売上控除分） ウリアゲ コウジョ ブン		6,439,432		4,711,679		763,507		763,591		136,857		0		2,328		0		0		48,432		12,448		590		0		0		0

																				現地通貨 ゲンチ ツウカ





List

				1Q累計 ルイケイ		売上総利益の上振れ ウリアゲ ソウリエキ ウワブ		販管費の計画上振れ ハンカンヒ ケイカク ウワブ

				2Q累計 ルイケイ		売上総利益の下振れ ウリアゲ ソウリエキ シタブ		販管費の予算内執行 ハンカンヒ ヨサン ナイ シッコウ

				3Q累計 ルイケイ

				4Q累計 ルイケイ





Sheet1

						新基準 シンキジュン										旧基準 キュウキジュン										調整額 チョウセイ ガク

				EC		95,417,228										1,766,534,827										▲ 1,671,117,599

				BC		14,910,614										460,569,727										▲ 445,659,113

				HE		25,538,980										383,584,659										▲ 358,045,679

				Pet		2,551,264										68,963,774										▲ 66,412,510

				PFK		357,000										357,000										0

				上海 シャンハイ		0										53,497,284				3,176,798		16.84				▲ 53,497,284

				天津 テンシン		0										0										0

				蘇州 ソシュウ		0										0										0

				ETC		1,619,362				457,447		3.54				135,907,516				38,391,954		3.54				▲ 134,288,154

				ECV		4,375,991				911,664,791		0.0048				33,857,690				7,053,685,435		0.0048				▲ 29,481,699

				ESCO		0										0										0

						144,770,439										2,903,272,477										▲ 2,758,502,038





PL_家庭

				1Q累計



						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績**

				売上高 ウリアゲ ダカ		0		35,899		35,669				137,763				46,354

				（外部売上高） ガイブ ウリアゲ ダカ		0		32,687		32,215				127,445				42,977

				（内部売上高） ナイブ ウリアゲ ダカ		0		3,211		3,454				10,318				3,377

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0		20,569		21,017				82,472				26,959

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		15,329		14,652				55,291				19,394

				販管費 ハンカンヒ		0		10,202		9,691				45,971				11,426

				人件費 ジンケンヒ		0		3,521		3,450				14,505				3,214

				運送費・保管料 ウンソウヒ ホカン リョウ		0		1,522		1,540				6,883				1,398

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		0		987		692				8,111				667

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		0		233		289				1,070				2,874

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		0		702		628				3,187				609

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		0		249		253				1,023				213

				のれんの償却費 ショウキャク ヒ		0		430		423				450				477

				その他 タ		0		2,555		2,412				10,736				1,971

				セグメント利益（営業利益） リエキ エイギョウ リエキ		0		5,127		4,960				9,320				7,968



				粗利率 アラリリツ		ERROR:#DIV/0!		42.7%		41.1%				40.1%				41.8%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		14.3%		13.9%				6.8%				17.2%

				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績*

				売上高 ウリアゲ ダカ				35,899,396,747		35,669,881,682				137,763,754,914				46,354,354,300

				（外部売上高） ガイブ ウリアゲ ダカ				32,687,400,000		32,215,582,860				127,445,200,000				42,977,313,976

				（内部売上高） ナイブ ウリアゲ ダカ				3,211,996,747		3,454,298,822				10,318,554,914				3,377,040,324

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				20,569,546,747		21,017,561,229				82,472,454,914				26,959,867,829

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				15,329,850,000		14,652,320,453				55,291,300,000				19,394,486,471

				販管費 ハンカンヒ				10,202,694,500		9,691,911,135				45,971,300,000				11,426,236,567

				人件費 ジンケンヒ				3,521,355,958		3,450,399,206				14,505,803,682				3,214,536,663

				運送費・保管料 ウンソウヒ ホカン リョウ				1,522,557,481		1,540,225,956				6,883,808,760				1,398,502,365

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ				987,024,740		692,965,486				8,111,979,587				667,499,470

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ				233,996,777		289,981,627				1,070,949,142				2,874,512,199

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				702,775,358		628,962,644				3,187,807,605				609,494,699

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				249,076,390		253,795,622				1,023,958,051				213,076,147

				のれんの償却費 ショウキャク ヒ				430,355,660		423,480,660				450,980,660				477,102,903

				その他 タ				2,555,552,137		2,412,099,934				10,736,012,513				1,971,512,121

				セグメント利益（営業利益） リエキ エイギョウ リエキ				5,127,155,500		4,960,409,318				9,320,000,000				7,968,249,904



				粗利率 アラリリツ		ERROR:#DIV/0!		42.7%		41.1%				40.1%				41.8%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		14.3%		13.9%				6.8%				17.2%





PL_ESCO

				1Q累計



						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績**

				売上高 ウリアゲ ダカ		0		6,248		6,414				27,700				6,334

				（外部売上高） ガイブ ウリアゲ ダカ		0		6,212		6,387				27,554				6,301

				（内部売上高） ナイブ ウリアゲ ダカ		0		36		27				145				33

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0		3,678		3,716				16,141				3,650

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		2,570		2,698				11,558				2,683

				販管費 ハンカンヒ		0		2,497		2,399				10,128				2,350

				人件費 ジンケンヒ		0		1,563		1,536				6,404				1,508

				運送費・保管料 ウンソウヒ ホカン リョウ		0		28		17				77				16

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		0		2		5				8				4

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		0		0		0				0				0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		0		44		38				198				43

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		0		92		93				364				97

				のれんの償却費 ショウキャク ヒ		0		0		0				0				0

				その他 タ		0		766		707				3,075				679

				セグメント利益（営業利益） リエキ エイギョウ リエキ		0		72		299				1,430				332



				粗利率 アラリリツ		ERROR:#DIV/0!		41.1%		42.1%				41.7%				42.4%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		1.2%		4.7%				5.2%				5.3%

				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2022年 ネン				2021年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				年間計画 ネンカン ケイカク				1Q累計実績*

				売上高 ウリアゲ ダカ				6,248,900,000		6,414,995,328				27,700,000,000				6,334,564,257

				（外部売上高） ガイブ ウリアゲ ダカ				6,212,600,000		6,387,973,182				27,554,800,000				6,301,036,066

				（内部売上高） ナイブ ウリアゲ ダカ				36,300,000		27,022,146				145,200,000				33,528,191

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				3,678,750,000		3,716,752,236				16,141,300,000				3,650,997,921

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				2,570,150,000		2,698,243,092				11,558,700,000				2,683,566,336

				販管費 ハンカンヒ				2,497,305,500		2,399,054,169				10,128,700,000				2,350,885,671

				人件費 ジンケンヒ				1,563,170,499		1,536,980,111				6,404,829,707				1,508,535,188

				運送費・保管料 ウンソウヒ ホカン リョウ				28,172,214		17,161,692				77,124,137				16,130,541

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ				2,465,019		5,478,843				8,915,315				4,881,731

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ				0		0				0				0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				44,104,862		38,154,538				198,621,966				43,904,591

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				92,947,023		93,606,224				364,074,863				97,632,119

				のれんの償却費 ショウキャク ヒ

				その他 タ				766,445,883		707,672,761				3,075,134,013				679,801,501

				セグメント利益（営業利益） リエキ エイギョウ リエキ				72,844,500		299,188,923				1,430,000,000				332,680,665



				粗利率 アラリリツ		ERROR:#DIV/0!		41.1%		42.1%				41.7%				42.4%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		1.2%		4.7%				5.2%				5.3%





各社別

				1Q累計 ルイケイ



						バスクリン								白元アース ハクゲン								アース・ペット								ペットフード工房 コウボウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		0		3,966		3,767				0		4,383		4,114				0		1,389		1,403				0		132		127

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		1,702		1,719				0		1,509		1,347				0		543		628				0		70		67

				営業利益 エイギョウ リエキ		0		409		470				0		259		189				0		85		193				0		▲ 6		4



						アース環境サービス カンキョウ								安斯(上海)投資有限公司 ヤス シ シャンハイ トウシ ユウゲン コウシ								天津阿斯化学有限公司 テンシン								安速日用化学(蘇州)有限公司 ヤス ソク ニチ ヨウ カガク ソシュウ ユウゲンコンス

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		0		6,248		6,414				0		422		563				0		1,007		1,128				0		425		543

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		2,570		2,698				0		120		221				0		117		168				0		65		110

				営業利益 エイギョウ リエキ		0		72		299				0		▲ 31		75				0		52		91				0		24		68



						Earth(Thailand)Co.,Ltd.								Earth Corporation Vietnam								Earth Home Products Maraysia								Earth Homecare Products(Philippines)

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績*		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ		0		1,266		1,500				0		823		1,080				0		28		31				0		0		0

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		373		497				0		325		407				0		13		6				0		0		0

				営業利益 エイギョウ リエキ		0		135		241				0		37		95				0		▲ 20		▲ 24				0		0		0



				【入力用】 ニュウリョクヨウ

						BC								HE								Pet								PFK

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ				3,966,890,000		3,767,095,618						4,383,635,700		4,114,614,406						1,389,877,000		1,403,371,874						132,609,000		127,614,132

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				1,702,240,000		1,719,559,486						1,509,542,563		1,347,183,987						543,919,000		628,144,467						70,771,000		67,168,082

				営業利益 エイギョウ リエキ				409,783,000		470,377,532						259,279,823		189,999,150						85,465,000		193,658,018						▲ 6,272,000		4,454,353



						ESCO								上海 シャンハイ								天津 テンシン								蘇州 ソシュウ

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ				6,248,900,000		6,414,995,328						422,434,132		563,257,539						1,007,596,800		1,128,082,020						425,079,900		543,444,144

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				2,570,150,000		2,698,243,092						120,216,832		221,616,552						117,957,700		168,523,079						65,615,900		110,483,218

				営業利益 エイギョウ リエキ				72,844,500		299,188,923						▲ 31,474,917		75,917,176						52,822,000		91,691,447						24,901,800		68,413,894



						ETC								ECV								EHM								EHPI

						2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン				2021年 ネン		2022年 ネン		2022年 ネン

				（単位：円） タンイ エン		1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績				1Q累計実績		1Q累計計画		1Q累計実績

				売上高 ウリアゲ ダカ				1,266,242,475		1,500,906,400						823,528,988		1,080,820,100						28,191,200		31,909,554

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				373,503,074		497,632,713						325,835,654		407,531,375						13,934,200		6,208,075

				営業利益 エイギョウ リエキ				135,206,400		241,318,460						37,471,432		95,572,373						▲ 20,067,400		▲ 24,949,989

						BC		HE		Pet				PFK		エスコ		上海 シャンハイ				天津 テンシン		蘇州 ソシュウ		ETC				ECV		EHM		EHPI

						3966890		4383635.70069203		1389877				132609		6248900		422434.132456				1007596.8		425079.9		1266242.47529688				823528.98820121		28191.2		0

						1702240		1509542.56303532		543919				70771		2570150		120216.832456				117957.7		65615.9		373503.074411413				325835.6547859		13934.2		0

						409783		259279.823035317		85465.0000000001				-6272		2497305.5		-31474.917544				52822		24901.8		135206.400073291				37471.4321695599		-20067.4		0

						3,966,890,000		4,383,635,700		1,389,877,000				132,609,000		6,248,900,000		422,434,132				1,007,596,800		425,079,900		1,266,242,475				823,528,988		28,191,200		0

						1,702,240,000		1,509,542,563		543,919,000				70,771,000		2,570,150,000		120,216,832				117,957,700		65,615,900		373,503,074				325,835,654		13,934,200		0

						409,783,000		259,279,823		85,465,000				▲ 6,272,000		2,497,305,500		▲ 31,474,917				52,822,000		24,901,800		135,206,400				37,471,432		▲ 20,067,400		0





粗利変動要因



				（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		前期比 ゼンキ ヒ		計画比 ケイカク ヒ				point

				虫ケア用品 ムシ ヨウヒン

				入浴剤 ニュウヨク ザイ

				洗口液 センコウエキ

				衣類用防虫剤 イルイヨウ ボウチュウザイ

				消臭芳香剤 ショウシュウ ホウコウザイ

				家庭用マスク カテイヨウ

				園芸用品 エンゲイ ヨウヒン

				その他日用品 タ ニチヨウヒン

				ペット用品 ヨウヒン

				総合環境衛生 ソウゴウ カンキョウ エイセイ

				その他 タ

				合計 ゴウケイ
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