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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第１四半期 2,558 ― 61 ― 59 ― 39 ―

2022年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 39百万円( ―％) 2022年３月期第１四半期 ―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

2023年３月期第１四半期 24.66 24.65
2022年３月期第１四半期 ― ―

(注)１．当社は、2022年３月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成していないため、2022年３月期第
１四半期の数値及び対前年同四半期増減率並びに2023年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率について
は記載しておりません。

２．当社株式は、2022年４月28日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、2023年３月期第１四半期の潜
在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新規上場日から2023年３月期第１四半期の末日までの平
均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 2,926 822 28.1
2022年３月期 2,488 454 18.3
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 822百万円 2022年３月期 454百万円
　

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

2022年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2023年３月期 ―
2023年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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 10,442 8.2 173 4.9 164 7.8 114 8.5 63.94
(注)１. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

２.１株当たり当期純利益については、公募増資株式数(550,000株)及びオーバーアロットメントによる売出しに関
連する第三者割当増資数(94,500株)を含めた期中平均株式数により算出しております。

　　



※ 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

（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) 2023年３月期１Ｑ 1,842,300株 2022年３月期 1,196,200株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ ―株 2022年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 1,621,504株 2022年３月期１Ｑ ―株
　

(注) 2022年３月期第１四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表を作成していないため、2022年３月
期第１四半期連結累計期間に係る期中平均株式数は記載しておりません。

※ 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
　本資料に記載されている業績見通し等の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。
　なお、業績予想の前提となる条件については、四半期決算短信(添付資料)３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」をご覧下さい。

(決算補足説明資料の入手方法)
　当社は、2022年８月15日（月）に機関投資家及びアナリスト向けに決算説明会の開催を予定しており、当日使用
する決算説明会資料は、当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症や資源価格上昇の影響などはある

ものの、消費活動は持ち直しの基調となっております。一方、当社グループの主たる商品であるペットフードやペッ

ト用品は犬猫の日常生活に必要な消費財であるため、景気による影響を受けにくい商品であります。なお、新しい生

活様式の浸透による様々な情報通信技術の活用が、デジタル分野にプラスの影響を及ぼしている可能性がございま

す。

当社が属するペット業界におきましては、犬の飼育頭数が減少傾向、猫の飼育頭数は増加傾向でありますが、１年

以内新規飼育者の飼育頭数は、新型コロナウイルス感染症拡大前と比較して、犬猫ともに増加傾向にあります。また、

医療技術の進歩やペットオーナーのペットに対する意識が変化しており、ペットの平均寿命が長くなると同時に、総

世帯平均のペット関連年間支出額も増加傾向となっており、「新規飼育頭数の増加」、「ペット関連支出の増加」及

び「犬猫の平均寿命の伸長」により、ペット市場は今後も堅調に推移していくことが予想されます。

このような状況の中、当社グループは「ハッピーペットライフ・ハッピーワールド～ペットライフを幸せに・世の

中を幸せに」という当社のスローガンを実現すべく事業に取り組んでまいりました。

当第１四半期連結累計期間については、自社オンラインサイトの決済方法拡充及び継続して販促投資を実施した結

果、2022年６月末のアクティブ購入者数(*1)は62万人、累計ユニーク購入者数(*2)は207万人となりました。

これらの結果、当社グループの業績は順調に推移し、売上高は2,558,115千円、営業利益は61,227千円、経常利益は

59,392千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は39,980千円となりました。

なお、当社グループは、ペットヘルスケア事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しており

ます。

また、自社オンラインサイトと他社オンラインモール等別の売上高、自社オンラインサイト内の都度購入及び定期

購入の売上高は以下の通りとなります。

・自社オンラインサイトと他社オンラインモール等別の売上高

（単位：千円）

販売経路別

第19期

第１四半期

連結累計期間

自社オンラインサイト 755,189

他社オンラインモール等 1,802,926

合 計 2,558,115

・自社オンラインサイト内の都度購入及び定期購入の売上高

（単位：千円）

購入形態別

第19期

第１四半期

連結累計期間

都度購入 411,873

定期購入 343,316

自社オンラインサイト合計 755,189

＜用語解説＞

*1 アクティブ購入者数

過去１年間において当社のいずれかのオンライン店舗を１回以上利用した顧客数のこと、同じ顧客が期間内に何

度購入されても、また複数の店舗を併用してもカウント数は１となります

*2 累計ユニーク購入者数

過去に当社のいずれかのオンライン店舗を利用した顧客数のこと、同じ顧客が期間内に何度購入されても、また

複数の店舗を併用してもカウント数は１となります
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計額は、前連結会計年度末と比較して、438,414千円増加し、

2,926,445千円となりました。これは主に、現金及び預金が119,335千円増加及び商品が365,600千円増加したことによ

るものであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計額は、前連結会計年度末と比較して、71,036千円増加し、2,104,278

千円となりました。これは主に、買掛金が102,253千円増加及び短期借入金が38,296千円増加した一方で、長期借入金

が41,670千円減少したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計額は、前連結会計年度末と比較して、367,377千円増加し、

822,167千円となりました。これは、主に公募増資と第三者割当増資によって資本金及び資本剰余金がそれぞれ

163,698千円増加したこと、親会社株主に帰属する四半期純利益39,980千円を計上したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の業績予想につきましては、2022年５月13日付け「2022年３月期決算短信」で発表いたしました通期

の業績予想に変更はありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 782,886 902,222

売掛金 653,256 591,563

商品 930,595 1,296,196

貯蔵品 4,449 7,007

その他 40,210 55,709

流動資産合計 2,411,399 2,852,699

固定資産

有形固定資産

建物 47,671 50,587

車両運搬具 4,661 4,661

工具、器具及び備品 63,969 66,168

リース資産 3,428 3,428

減価償却累計額 △80,689 △82,994

有形固定資産合計 39,041 41,851

無形固定資産

ソフトウエア 3,416 3,510

その他 333 286

無形固定資産合計 3,749 3,796

投資その他の資産

繰延税金資産 10,800 4,837

その他 23,040 23,261

投資その他の資産合計 33,841 28,098

固定資産合計 76,632 73,746

資産合計 2,488,031 2,926,445
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 827,383 929,637

短期借入金 473,999 512,295

１年内返済予定の長期借入金 191,950 184,360

未払金 212,734 203,359

未払法人税等 21,396 16,596

賞与引当金 20,935 6,326

その他 41,149 48,400

流動負債合計 1,789,548 1,900,974

固定負債

長期借入金 216,634 174,964

資産除去債務 24,633 26,248

その他 2,425 2,091

固定負債合計 243,693 203,303

負債合計 2,033,241 2,104,278

純資産の部

株主資本

資本金 279,740 443,438

資本剰余金 236,739 400,438

利益剰余金 △61,690 △21,709

株主資本合計 454,789 822,167

純資産合計 454,789 822,167

負債純資産合計 2,488,031 2,926,445
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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)
当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 2,558,115

売上原価 1,848,279

売上総利益 709,836

販売費及び一般管理費 648,608

営業利益 61,227

営業外収益

受取利息 0

受取賃貸料 5,834

その他 104

営業外収益合計 5,938

営業外費用

支払利息 2,051

支払賃料 5,627

その他 95

営業外費用合計 7,774

経常利益 59,392

税金等調整前四半期純利益 59,392

法人税、住民税及び事業税 13,448

法人税等調整額 5,962

法人税等合計 19,411

四半期純利益 39,980

親会社株主に帰属する四半期純利益 39,980
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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)
当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 39,980

その他の包括利益 －

四半期包括利益 39,980

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 39,980
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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)

当社は、2022年４月28日をもって東京証券取引所グロース市場へ上場いたしました。上場にあたり、2022年４月27

日を払込期日とする公募による新株式550,000株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ139,150千円増加し

ております。また、2022年５月31日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当に

よる新株式94,500株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ23,908千円増加しております。

さらに、新株予約権（ストックオプション）の行使による増加を含めて、当第１四半期連結会計期間末において、

資本金が443,438千円、資本剰余金が400,438千円となっております。

(セグメント情報等)

当社グループは、ペットヘルスケア事業及びこれに関連する各種サービスを提供する単一の事業を展開しているた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

　


