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1. 2021年12月期第2四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第2四半期 19,558 23.3 3,659 53.2 3,355 59.5 2,413 66.3

2020年12月期第2四半期 15,869 △8.0 2,388 △22.7 2,102 △25.6 1,451 △27.4

（注）包括利益 2021年12月期第2四半期　　2,875百万円 （458.0％） 2020年12月期第2四半期　　515百万円 （△72.9％）

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

2021年12月期第2四半期 74.24 ―

2020年12月期第2四半期 44.57 ―

(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 ％

2021年12月期第2四半期 45,858 38,296 83.5

2020年12月期 43,075 36,308 84.3

（参考）自己資本 2021年12月期第2四半期 38,296百万円 2020年12月期 36,308百万円

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

2020年12月期 ― 27.00 ― 29.00 56.00

2021年12月期 ― 30.00

2021年12月期（予想） ― 33.00 63.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日公表の「業績予想および配当予想の修正ならびに剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 40,600 13.6 7,800 22.0 7,120 22.9 5,100 21.3 156.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日公表の「業績予想および配当予想の修正ならびに剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ」をご参照ください。



※ 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） 2021年12月期2Q 33,117,234 株 2020年12月期 33,117,234 株

② 期末自己株式数 2021年12月期2Q 605,747 株 2020年12月期 614,837 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期2Q 32,506,423 株 2020年12月期2Q 32,556,981 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、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。
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（単位：百万円）

部門
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

増減額 増減率（％）
金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

ヘアケア用剤 9,391 59.2 11,288 57.7 1,896 20.2

染毛剤 5,594 35.3 7,124 36.4 1,529 27.3

パーマネントウェーブ用剤 660 4.1 740 3.8 79 12.0

化粧品 136 0.9 293 1.5 156 114.6

その他 85 0.5 111 0.6 26 31.3

合計 15,869 100.0 19,558 100.0 3,689 23.3

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
増減額 増減率（％）

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

国内売上高 13,373 84.3 15,742 80.5 2,368 17.7

海外売上高 2,495 15.7 3,816 19.5 1,321 52.9

合計 15,869 100.0 19,558 100.0 3,689 23.3

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経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う２度目・３度目の

緊急事態宣言の発出によって、社会経済活動は大きく制限され厳しい状況が続きました。先行きはワクチン普及に

よる経済回復が期待されるものの、４度目の緊急事態宣言の発出の影響等、依然として楽観できない状況です。

　美容業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響下にありながらも美容室には顧客が戻り始めており

ます。ただ、都市部の美容室には顧客が十分に戻っていないところもみられ、予断を許さない状況が続いておりま

す。

　このような状況のもと、当社グループは、2022年度からの新たな成長ステージに繋げていくために、2021年度

は、「Change The Stage 18 Month Missions!」に取り組んでおります。

　当第２四半期は、国内市場においては、コロナ禍の中、美容室に対するオンラインとリアルを組み合わせた市場

活動が高い評価を受けております。また、ヘアケア用剤部門では、プレミアムブランドの「オージュア」、「グロ

ーバルミルボン」が新製品の投入もあり好調です。さらに染毛剤部門では、ファッションカラー「アディクシー」

が引続き順調に推移しています。海外市場においては、中国、韓国が引続き順調で、ロックダウンの解除やワクチ

ン普及により米国も大きく売上を伸ばしました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は195億58百万円（前年同期比23.3％増）、営業利益は36

億59百万円（同53.2％増）、経常利益は33億55百万円（同59.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は24億

13百万円（同66.3％増）となりました。

部門別売上高及び国内海外別売上高は次のとおりです。

（連結部門別売上高）

（国内海外別売上高）
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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

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して27億82百万円増加の458億58百万円とな

りました。

　流動資産は前連結会計年度末と比較して８億94百万円増加の230億17百万円となりました。主な変動要因は、現

金及び預金が２億31百万円減少し、商品及び製品が５億61百万円、原材料及び貯蔵品が１億94百万円、受取手形及

び売掛金が１億67百万円それぞれ増加したことによるものであります。

　固定資産は前連結会計年度末と比較して18億87百万円増加の228億41百万円となりました。主な変動要因は、中

国工場新築工事及びミルボンタイランドの工場増築工事の一部前払いなど建設仮勘定が13億46百万円増加したこと

によるものであります。

　流動負債は前連結会計年度末と比較して７億35百万円増加の68億36百万円となりました。主な変動要因は、買掛

金が５億31百万円、未払金が３億44百万円それぞれ増加したことによるものであります。

　固定負債は前連結会計年度末と比較して59百万円増加の７億25百万円となりました。

　純資産は前連結会計年度末と比較して19億87百万円増加の382億96百万円となりました。主な変動要因は、利益

剰余金が14億70百万円、円安により為替換算調整勘定が３億36百万円、それぞれ増加したことによるものでありま

す。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の84.3％から83.5％となりました。期末発行済株式総数に基づく１

株当たり純資産額は、前連結会計年度末の1,117円10銭から1,177円93銭となりました。

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（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度末

に比べて２億31百万円減少し、120億75百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は25億89百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益33億74百万円

の計上、減価償却費８億56百万円、たな卸資産の増加額７億４百万円、売上債権の増加額１億63百万円、仕入債務

の増加額５億15百万円、法人税等の支払額10億49百万円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）

　投資活動の結果使用した資金は20億86百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出16億35百

万円、無形固定資産の取得による支出３億５百万円と貸付による支出１億48億円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）

　財務活動の結果使用した資金は９億36百万円となりました。これは主に株主さまへの配当金支払額９億35百万円

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

　当第２四半期連結累計期間においては、国内市場、海外市場ともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けな

がらも想定以上の業績で推移いたしました。当第３四半期以降も新型コロナウイルスの感染状況は予断を許しませ

んが、今後、感染拡大による休業要請等、規制が強化されないと想定して業績予想および配当予想を修正いたしま

した。詳細につきましては、本日（2021年８月６日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正ならびに

剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ」をご参照ください。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,345,024 12,113,241

受取手形及び売掛金 4,199,283 4,367,038

商品及び製品 3,991,946 4,553,472

仕掛品 46,317 54,092

原材料及び貯蔵品 1,177,090 1,371,135

その他 366,288 561,610

貸倒引当金 △3,648 △3,477

流動資産合計 22,122,303 23,017,115

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,792,285 6,714,042

機械装置及び運搬具（純額） 1,943,540 1,954,957

土地 4,995,014 4,995,014

建設仮勘定 543,159 1,889,339

その他（純額） 591,796 697,116

有形固定資産合計 14,865,795 16,250,470

無形固定資産 1,318,478 1,514,087

投資その他の資産

投資有価証券 2,935,650 2,906,760

長期貸付金 28,906 95,944

退職給付に係る資産 207,475 206,456

繰延税金資産 395,087 502,346

その他 1,260,203 1,413,386

貸倒引当金 △58,381 △48,272

投資その他の資産合計 4,768,942 5,076,622

固定資産合計 20,953,217 22,841,180

資産合計 43,075,520 45,858,295

負債の部

流動負債

買掛金 788,911 1,320,430

未払金 2,730,817 3,075,190

未払法人税等 1,104,850 1,183,569

賞与引当金 436,811 458,747

その他 1,038,850 798,189

流動負債合計 6,100,241 6,836,128

固定負債

退職給付に係る負債 5,216 5,216

繰延税金負債 2,329 712

資産除去債務 546,954 607,832

その他 112,427 112,224

固定負債合計 666,928 725,986

負債合計 6,767,170 7,562,114

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
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 222,490 246,299

利益剰余金 35,643,295 37,113,922

自己株式 △2,108,947 △2,078,279

株主資本合計 35,756,838 37,281,942

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 405,396 416,775

繰延ヘッジ損益 △1,206 105,634

為替換算調整勘定 147,775 484,101

退職給付に係る調整累計額 △454 7,726

その他の包括利益累計額合計 551,511 1,014,238

純資産合計 36,308,349 38,296,180

負債純資産合計 43,075,520 45,858,295
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 15,869,207 19,558,798

売上原価 5,329,116 6,650,862

売上総利益 10,540,090 12,907,935

販売費及び一般管理費 8,151,746 9,248,793

営業利益 2,388,344 3,659,142

営業外収益

受取利息 12,284 12,871

受取配当金 32,338 16,944

為替差益 － 38,501

社宅負担金 2,174 1,193

保険解約差益 6,835 5,499

還付金収入 19,745 －

補助金収入 － 32,019

その他 41,941 26,787

営業外収益合計 115,319 133,816

営業外費用

売上割引 283,864 341,758

持分法による投資損失 66,458 94,542

為替差損 49,333 －

その他 1,013 1,356

営業外費用合計 400,669 437,657

経常利益 2,102,994 3,355,300

特別利益

投資有価証券売却益 － 19,087

特別利益合計 － 19,087

特別損失

固定資産除却損 14,353 355

特別損失合計 14,353 355

税金等調整前四半期純利益 2,088,641 3,374,032

法人税、住民税及び事業税 597,047 1,125,498

法人税等調整額 40,470 △164,663

法人税等合計 637,518 960,835

四半期純利益 1,451,123 2,413,196

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,451,123 2,413,196

（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）
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 1,451,123 2,413,196

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △615,589 11,378

繰延ヘッジ損益 △73,113 106,841

為替換算調整勘定 △260,566 336,325

退職給付に係る調整額 13,509 8,180

その他の包括利益合計 △935,759 462,726

四半期包括利益 515,364 2,875,923

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 515,364 2,875,923

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６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 2,088,641 3,374,032

減価償却費 778,148 856,853

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,072 △10,519

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,783 20,453

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △136,953 12,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 156,126 －

受取利息及び受取配当金 △44,623 △29,815

持分法による投資損益（△は益） 66,458 94,542

為替差損益（△は益） △57,579 △20,161

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,586

固定資産除却損 14,353 355

売上債権の増減額（△は増加） △75,300 △163,281

たな卸資産の増減額（△は増加） △963,892 △704,825

仕入債務の増減額（△は減少） △39,289 515,897

その他 △789,983 △333,458

小計 1,008,963 3,608,293

利息及び配当金の受取額 46,712 30,963

法人税等の支払額 △832,299 △1,049,930

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,375 2,589,327

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 △461,742 △1,635,322

無形固定資産の取得による支出 △187,072 △305,389

貸付けによる支出 △60 △148,000

貸付金の回収による収入 1,520 963

定期預金の払戻による収入 1,200,000 －

投資有価証券の取得による支出 － △12,150

投資有価証券の売却による収入 － 11,621

差入保証金の差入による支出 △40,268 △24,380

差入保証金の回収による収入 48,019 21,716

その他 △3,776 4,052

投資活動によるキャッシュ・フロー 556,619 △2,086,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加） △1,589,628 △1,130

配当金の支払額 △948,843 △935,679

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,538,472 △936,810

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99,977 202,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,858,454 △231,819

現金及び現金同等物の期首残高 9,376,300 12,307,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,517,845 12,075,771

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　当社グループは化粧品の製造、販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。
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