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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９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２四半期 5,003 ― 194 ― 191 ― 131 ―

2022年３月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―
(注)包括利益 2023年３月期第２四半期 131百万円( ―％) 2022年３月期第２四半期 ―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２四半期 75.84 75.75

2022年３月期第２四半期 ― ―

(注)１．当社は、2022年３月期第２四半期については、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
２四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２四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２四半期の潜
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２四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２四半期 2,679 913 34.1

2022年３月期 2,488 454 18.3
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 913百万円 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 ― 0.00

2023年３月期(予想) ― 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)、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)及び新株予約権の行使による普通株式の増加数を含めて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２Ｑ 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２Ｑ ―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２Ｑ 1,732,505株 2022年３月期２Ｑ ―株
　

(注) 2022年３月期第２四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２四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。

(決算説明資料の入手方法)
　四半期決算説明資料はTDnetで開示するとともに、当社ホームページに掲載いたします。また、2022年11月14日
(月)に機関投資家及びアナリスト向けに同資料を用いた決算説明会の開催を予定しております。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、資源価格上昇等による物価への影響はあるものの、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、個人消費は緩やかに増加しております。

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。

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２四半期連結累計期間については、ペット用品においても原材料価格の高騰や円安等を起因としてナショナル

ブランド商品の値上げが行われたものの、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９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213万人となりました。

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5,003,663千円、営業利益は194,438千円、経常利益

は191,878千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は131,391千円となりました。

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。

・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２四半期

連結累計期間

自社オンラインサイト 1,552,728

他社オンラインモール等 3,450,934

合 計 5,003,663

・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２四半期

連結累計期間

都度購入 816,474

定期購入 736,254

自社オンラインサイト合計 1,552,728

＜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

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四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、191,625千円増加し、

2,679,657千円となりました。これは主に、商品が188,973千円増加したことによるものであります。

（負債）

当第２四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、267,162千円減少し、

1,766,079千円となりました。これは主に、買掛金が148,216千円減少したこと、短期借入金が60,073千円減少したこ

と及び長期借入金が79,986千円減少したことによるものであります。

（純資産）

当第２四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、458,788千円増加し、

913,577千円となりました。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及び親会社株主に帰属する四半期純利益131,391千円を計上したことによるものでありま

す。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ30,679千円減少し、

752,207千円となりました。第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、192,048千円の支出となりました。これは主に、増加要因として、税金等調

整前四半期純利益の計上191,878千円があった一方で、減少要因として、棚卸資産の増加額191,076千円及び仕入債務

の減少額148,216千円があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、7,088千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支

出6,438千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、168,457千円の収入となりました。これは主に、減少要因として、長期借入

金の返済による支出98,520千円及び短期借入金の減少額60,073千円があった一方で、増加要因として、株式の発行に

よる収入327,397千円があっ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

第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は、2022年５月13日付け

「2022年３月期決算短信」で公表いたしました通期の業績予想を超過しております。

主たる要因は、原材料価格の高騰や円安等を起因として、ナショナルブランド商品の販売価格が上昇したのに対し

て、それ以前から商品の欠品を防ぐため在庫を多めに確保していたことにより、一時的に売上総利益率が上昇したた

めであります。

また、第３四半期会計期間以降、原材料価格の高騰や円安等の外部環境の影響が未だ不透明であること及びD2Cブラ

ンドへの戦略投資を増強していくため、通期の業績予想に変更はございません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実

際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。
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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２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 782,886 752,207

売掛金 653,256 630,221

商品 930,595 1,119,569

貯蔵品 4,449 6,553

その他 40,210 92,499

流動資産合計 2,411,399 2,601,050

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 68,908

リース資産 3,428 3,428

減価償却累計額 △80,689 △87,047

有形固定資産合計 39,041 40,538

無形固定資産

ソフトウエア 3,416 3,092

その他 333 239

無形固定資産合計 3,749 3,332

投資その他の資産

繰延税金資産 10,800 11,686

その他 23,040 23,049

投資その他の資産合計 33,841 34,736

固定資産合計 76,632 78,606

資産合計 2,488,031 2,679,657
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 827,383 679,167

短期借入金 473,999 413,926

１年内返済予定の長期借入金 191,950 173,416

未払金 212,734 193,983

未払法人税等 21,396 68,908

賞与引当金 20,935 13,655

その他 41,149 58,370

流動負債合計 1,789,548 1,601,427

固定負債

長期借入金 216,634 136,648

資産除去債務 24,633 26,248

その他 2,425 1,756

固定負債合計 243,693 164,652

負債合計 2,033,241 1,766,079

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 69,700

株主資本合計 454,789 913,577

純資産合計 454,789 913,577

負債純資産合計 2,488,031 2,679,657
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 5,003,663

売上原価 3,559,476

売上総利益 1,444,186

販売費及び一般管理費 1,249,747

営業利益 194,438

営業外収益

受取利息 5

受取賃貸料 11,758

その他 1,174

営業外収益合計 12,938

営業外費用

支払利息 3,961

支払賃料 11,344

その他 192

営業外費用合計 15,498

経常利益 191,878

税金等調整前四半期純利益 191,878

法人税、住民税及び事業税 61,373

法人税等調整額 △885

法人税等合計 60,487

四半期純利益 131,391

親会社株主に帰属する四半期純利益 131,391
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 131,391

その他の包括利益 －

四半期包括利益 131,391

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 131,391
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 191,878

減価償却費 8,783

受取利息 △5

支払利息 3,961

売上債権の増減額（△は増加） 23,035

棚卸資産の増減額（△は増加） △191,076

仕入債務の増減額（△は減少） △148,216

未払金の増減額（△は減少） △20,300

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,279

その他 △32,254

小計 △171,475

利息の受取額 5

利息の支払額 △3,908

法人税等の支払額 △16,670

営業活動によるキャッシュ・フロー △192,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,438

無形固定資産の取得による支出 △550

その他 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △60,073

長期借入金の返済による支出 △98,520

リース債務の返済による支出 △346

株式の発行による収入 327,397

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,679

現金及び現金同等物の期首残高 782,886

現金及び現金同等物の四半期末残高 752,207
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（４）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２四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。

　


