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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 8,298 11.9 16 ― 87 ― △44 ―

2022年3月期第1四半期 7,417 0.3 △1,468 ― △1,379 ― △1,395 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　△26百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△1,410百万円 （―％）

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 △2.74 ―

2022年3月期第1四半期 △85.38 ―

2022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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しており
ません。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（当期）純利益については、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり
当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(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 48,500 23,461 48.4

2022年3月期 51,132 23,487 45.9

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 23,461百万円 2022年3月期 23,487百万円

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 ― 15.50 15.50

（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 36,500 △0.5 400 ― 600 ― 200 ― 12.23

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

当社は年次での業務管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しております。



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 16,485,078 株 2022年3月期 16,485,078 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 128,174 株 2022年3月期 128,174 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 16,356,904 株 2022年3月期1Q 16,338,614 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

　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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「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。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

○添付資料の目次

- 1 -

㈱はるやまホールディングス （7416） 2023年３月期第１四半期決算短信



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経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和されたこ

とにより、経済活動の正常化に向けた動きがみられました。一方で、ロシア・ウクライナ情勢の深刻化、急速な

円安の進行等によって、原材料・エネルギー価格の高騰や物流コストの上昇が発生し、先行き不透明な状況が続

いております。衣料品小売業界におきましては、３年振りに行動制限のないゴールデンウィークを迎え、消費マ

インドが徐々に復調する傾向にありました。しかしながら、物価上昇や新型コロナウイルスの第７波に伴う個人

消費低迷の懸念等、先行き不透明な状況が続いております。

このような環境の下、当社グループにおきましては前期に引き続き『健康』をキーワードに差別化戦略を行い

ました。

商品面では、お手頃価格で着心地がよくお手入れが簡単なウェアをより多くのお客様へ提供したいという思い

から発売した、『らくティブスーツ』シリーズから、スポーツウェアのような軽い着心地の軽量セットアップ、

デザイン性にこだわったデニム風セットアップ、多機能ポケットセットアップの新たに３つのラインアップを発

売しました。また、当社グループのワイシャツ部門におけるヒット商品である完全ノーアイロンの『i-Shirt(ア

イシャツ)』を『０秒アイロン』という表現で新たにお客様へ訴求し、忙しい日常を過ごすビジネスパーソンとそ

のご家族へ向け、アイシャツの防シワ性や速乾性などの魅力を広く伝えることを行いました。

当社グループでは今後も、こだわりのあるモノづくりで商品の魅力を高め、顧客満足度の向上を目指してまい

ります。

店舗数に関しましては、グループ全体で２店舗新規出店した一方で、６店舗を閉店した結果、当第１四半期連

結会計期間末の総店舗数は407店舗となりました。

なお、当社グループは衣料品販売事業以外に広告代理業等を営んでおりますが、重要性が乏しいため記載を省

略しております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高82億９千８百万円（前年同四半期比11.9％

増）となりました。増収及び売上総利益率の改善に加えて、販売費及び一般管理費の削減を積極的に行った結

果、営業利益１千６百万円（前年同四半期は営業損失14億６千８百万円）、経常利益８千７百万円（前年同四半

期は経常損失13億７千９百万円）の結果となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純損失は、主に法人

税等調整額の計上があったことにより、４千４百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失13億

９千５百万円）の結果となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に現金及び預金が４億９千９百万円減少したこと等に

より、流動資産が23億５千４百万円減少いたしました。加えて固定資産は２億７千７百万円減少し、その結果、

総資産は前連結会計年度末に比べて26億３千１百万円減少し、485億円となりました。

負債につきましては、返済により借入金が７億１千２百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が４億６千９

百万円減少したこと、契約負債が１億６百万円減少したこと、未払法人税等が８千万円減少したこと等により、

前連結会計年度末に比べて26億５百万円減少し、250億３千８百万円となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失が４千４百万円あったこと等により、234億６千１

百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、現時点におきまして2022年５月16日に発表しました通期の連結業績予想に変更

はありません。

なお、当社グループにおいては、事業の性質上、下半期（10月～３月）の売上高、利益が上半期（４月～９

月）に比べて大きいという季節的な要因があります。
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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)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,357,980 11,858,655

受取手形、売掛金及び契約資産 95,933 131,718

商品 10,957,619 11,202,041

貯蔵品 35,083 35,119

その他 5,417,138 3,281,126

貸倒引当金 △57,712 △56,706

流動資産合計 28,806,042 26,451,954

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,203,485 2,181,291

土地 10,614,844 10,691,442

その他（純額） 226,655 247,656

有形固定資産合計 13,044,984 13,120,390

無形固定資産

のれん 76,583 47,864

その他 1,038,564 1,126,418

無形固定資産合計 1,115,147 1,174,283

投資その他の資産

差入保証金 6,109,514 5,959,752

その他 2,057,699 1,795,085

貸倒引当金 △1,055 △1,055

投資その他の資産合計 8,166,158 7,753,783

固定資産合計 22,326,290 22,048,457

資産合計 51,132,333 48,500,411

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,784,617 5,314,936

短期借入金 600,000 600,000

１年内返済予定の長期借入金 3,269,310 3,332,709

未払法人税等 116,358 36,021

ポイント引当金 43,512 41,244

契約負債 553,751 446,898

賞与引当金 5,800 8,251

店舗閉鎖損失引当金 156,335 145,364

資産除去債務 721,357 632,629

その他 3,327,460 2,256,015

流動負債合計 14,578,504 12,814,070

固定負債

長期借入金 9,452,823 8,676,956

退職給付に係る負債 1,549,163 1,557,354

資産除去債務 1,299,454 1,306,975

その他 764,704 683,375

固定負債合計 13,066,146 12,224,663

負債合計 27,644,650 25,038,733

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
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,991,368 3,991,368

資本剰余金 3,862,125 3,862,125

利益剰余金 15,777,916 15,733,086

自己株式 △138,829 △138,829

株主資本合計 23,492,579 23,447,750

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △5,792 13,595

繰延ヘッジ損益 895 332

その他の包括利益累計額合計 △4,897 13,928

純資産合計 23,487,682 23,461,678

負債純資産合計 51,132,333 48,500,411
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（単位：千円）

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

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 7,417,497 8,298,579

売上原価 3,185,959 3,239,648

売上総利益 4,231,537 5,058,931

販売費及び一般管理費 5,700,067 5,042,455

営業利益又は営業損失（△） △1,468,529 16,475

営業外収益

受取利息 1,320 1,305

受取配当金 2,978 4,215

受取地代家賃 102,364 111,782

助成金収入 960 －

その他 42,125 14,497

営業外収益合計 149,749 131,800

営業外費用

支払利息 7,941 9,276

賃貸費用 47,340 47,636

その他 5,667 3,764

営業外費用合計 60,949 60,677

経常利益又は経常損失（△） △1,379,730 87,598

特別利益

固定資産売却益 54,300 －

受取補償金 － 200,000

特別利益合計 54,300 200,000

特別損失

固定資産除売却損 23,940 11,363

減損損失 7,591 22,859

その他 2,315 －

特別損失合計 33,847 34,222

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（△）
△1,359,277 253,375

法人税、住民税及び事業税 42,758 27,080

法人税等調整額 △7,018 271,125

法人税等合計 35,739 298,205

四半期純損失（△） △1,395,017 △44,829

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,395,017 △44,829

（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）
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（単位：千円）

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

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)

四半期純損失（△） △1,395,017 △44,829

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,608 19,388

繰延ヘッジ損益 △17 △562

その他の包括利益合計 △15,625 18,825

四半期包括利益 △1,410,642 △26,003

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,410,642 △26,003

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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。
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