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株主の皆様へ
株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り

厚く御礼申し上げます。
さて、当社第32期上半期（2020年7月1日から2020年12月

31日まで）の概況につきましてご報告申し上げます。

代表取締役兼執行役員社長　朱峰 玲子

第32期上半期の概要
当上半期におけるわが国経済は世界的に蔓延している新型コ

ロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にあり
ます。当社グループが属する美容業界におきましても、従前の
状況に回復するには時間を要することが見込まれます。

当上半期の連結業績については、売上高は、新たにキャリア
デザイン事業が加わるとともに美容室支援事業は堅調に推移し
ましたが、対面型の役務提供を主とするその他の既存事業にお
いて、新型コロナウイルス感染症の影響による減収が前年同期
に比べ顕著であったため、全社としても減収となりました。ま
たこれにより収益面におきましても美容室支援事業は増益とな
りましたが、グループ全社の営業利益、経常利益、親会社株主
に帰属する四半期純利益、いずれも前年同期に比べ減益となり
ました。

はじめに
このたびの新型コロナウイルス感染症による影響を受けられ

た皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げますと 
ともに、医療従事者の皆様や復興支援に携わっている皆さまに
心より御礼申し上げます。



当社グループが属する美容業界においては、コロナ禍のもと、
顧客の来店周期の長期化がより顕著になるなど消費傾向に変化
が見られ、安全・安心に配慮したサービスの提供および情報発
信など環境に柔軟に対応した経営が求められております。

このような状況のもと、当社グループは、お客様ならびに従
業員の安全確保、感染拡大を予防することを目的に対策を講じ
るとともに新たな収益の柱となるコンテンツの創出に注力して
おります。

本年2月には、株式会社ティビィシィ・スキヤツトとの間で資
本業務提携を締結し、3月に第三者割当による新株式を発行いた
しました。同社とは従前より取引関係にありましたが、この資
本業務提携により更なるシナジー効果を創出してまいります。

株主の皆様への利益還元は当社の重要な政策のひとつであり
ます。株主優待につきましては、同制度を通じてより多くの株
主様が当社事業に直接触れていただく機会として今後も経営環
境に応じた最適な形で継続したいと考えております。

また、期末配当につきましては、本年1月に緊急事態宣言が再
発令されるなど当面の間は非常に厳しい経営環境が続くことが
見込まれるため、当期の連結業績予想を踏まえ、財務体質の改
善を図ることが優先であると判断し、誠に遺憾ながら無配とす
ることを予定しております。

当社グループは、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の防止に努めるとともに、当社のステークホルダーである
株主、取引先、従業員が共に喜びを享受し、将来にわたり大き
く成長することを当社グループの基本理念として、日々の経営
に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご
期待を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

今期の見通し



連結財務諸表
連結貸借対照表（要旨） （単位：千円）

科 目 当第2四半期
2020/12/31現在

前 期
2020/6/30現在

資産の部 1,987,777 1,637,655
流動資産 1,601,015 1,244,603
固定資産 385,582 391,686
　有形固定資産 101,950 110,769
　無形固定資産 94,932 71,441
　投資その他の資産 188,699 209,475
繰延資産 1,179 1,365
資産合計 1,987,777 1,637,655
負債の部 1,445,402 1,101,527
流動負債 1,227,433 948,831
固定負債 217,969 152,696
純資産の部 542,374 536,128
株主資本 540,184 534,317
　資本金 500,000 500,000
　資本剰余金 102,149 102,149
　利益剰余金 △61,951 △67,818
　自己株式 △13 △13
その他の包括利益累計額 △17 △10
　その他有価証券評価差額金 △17 △10
新株予約権 2,208 1,820
負債純資産合計 1,987,777 1,637,655

連結損益計算書（要旨） （単位：千円）

科 目 当第2四半期累計期間
2020/7/1～2020/12/31

前第2四半期累計期間
2019/7/1～2019/12/31

売上高 921,978 984,722
売上原価 688,646 710,389
売上総利益 233,331 274,332
販売費及び一般管理費 253,216 239,748
営業利益 △19,884 34,584
営業外収益 19,816 837
営業外費用 8,785 379
経常利益 △8,853 35,041
特別利益 － 43,222
特別損失 － 390
税金等調整前四半期純利益 33,978 35,041
法人税、住民税及び事業税 28,111 13,844
四半期純利益 5,866 21,196
親会社株主に帰属する四半期純利益 5,866 21,196

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：千円）

科 目 当第2四半期累計期間
2020/7/1～2020/12/31

前第2四半期累計期間
2019/7/1～2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,833 32,237
投資活動によるキャッシュ・フロー 82,270 △19,133
財務活動によるキャッシュ・フロー △20,680 △9,822
現金及び現金同等物に係る換算差額 △94 51
現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 122,328 3,331
現金及び現金同等物の期首残高 417,749 441,377
現金及び現金同等物の四半期末残高 540,078 444,709



当社グループは、「モッズ・ヘア」の提案するスタイルをより創り易くする
ため、サロン技術者のサポート役として、またお客様のアフターケアツール
としてヘアケア剤などを開発し、全国の「モッズ・ヘア」サロンおよび公式
オンラインストアで展開しております。

モッズ・ヘア プライベートブランド商品

＜新商品のお知らせ＞

主な成分

グレープフルーツ
種子エキス
ウイルスや細菌の
増殖抑制効果

天然植物エキス
スイカズラほか
髪の日焼け防止や
ダメージ軽減

褐藻エキス
肌や髪の潤い保持
バリア機能

ア ン チ ポ リ ュ ー 
ション効果
キトサン
花粉.PM2.5やニオイ
など外的要因から髪を
守る

2021年3月発売
「ラ・ジュルネ」はフランス語で、
「一日中」という意味。

お出かけ前のさっと一振りで、バ
リアコートとヘアケアのダブル効
果でサラサラと艶やかな髪に仕上
げます。

ラ・ジュルネ スプレー
（50g）

美容室運営事業
当社グループの事業基盤である美容室運営事業は、国内の首都圏主要地域を
中心に日本全国、そして、アジア地域でヘアサロンを展開しております。
2020年12月末現在、日本国内は直営サロン14店舗、BSサロン46店舗の計
60店舗、そして海外BSサロンは、韓国25店舗、台湾2店舗、中国3店舗の計
30店舗となり、当社グループ全体で90店舗を展開しております。

モッズ・ヘア銀座店 モッズ・ヘア目黒店

モッズ・ヘア上大岡店 モッズ・ヘアみなとみらい店



当社は、2020年7月より人材派遣事業および人材紹介事業を営む株式会社 
オンリー・ワンを連結子会社化し、新たにキャリアデザイン事業として展開
しております。
当事業におきましても、新型コロナウイルスにより既存派遣先の人員抑制な
ど影響を受けておりますが、主な取引先であるファッション・コスメ業界の
世界的ラグジュアリーブランドなどで培ったホスピタリティを活かし、新しい
生活様式に合わせたサービスを提供するなど販路拡大に注力してまいります。

キャリアデザイン事業

美容室支援事業
当社グループでは、モッズ・ヘアサロンの事業展開を通じて、様々なスケー
ルメリットが創出されます。それをサービス化し、クレジット手数料軽減
サービスなどを一般のサロンに提供する美容室支援事業を行っております。
様々な要因からキャッシュレス化が加速し多様性が求められている中で、当
社グループは強みを活かし着実な活動により加盟店申込数は堅調に推移して
おります。

クレジットカード決済代行サービス・サービスの拡充

1,379 1,384
7,242

11,1901,352 1,417

稼動店舗数※1
（単位：店舗）

取扱高※2
（単位：百万円）

※1　稼動店舗数　6月末または、12月末現在の店舗数
※2　取扱高　6月末または、12月末現在のそれぞれ、1年間、半年間の累計取扱高

2020年
6月

2019年
12月

2020年
12月

2019年
6月

2020年
6月期

（通期）

2020年
７月～ 12月

2019年
6月期

（通期）

2019年
７月～ 12月

6,382
9,784

その他、加速度的に需要が高まっているキャッシュレス決済、共通ポイントお
まとめツールの導入を順次開始し、お客様の利便性拡大、サロンの対応負荷軽
減など理美容業界を対象としたサービスの拡充と事業の拡大に努めております。

ヘアメイク事業
当社は「モッズ・ヘア」の原点であるフランス・パリのスタジオワーク専門
ヘアメイクチームのプロフェッショナル精神を引き継いだ「モッズ・ヘア」
ヘアメイクチームを有しております。
当社のヘアメイクチームは、ヘアメイクアーティストのエージェンシーとし
て国内外で開催されるコレクションやショーへの参加、CM・ファッション
雑誌など年間2,000件を超える媒体を手掛けております。

また、ヘアメイクチームのクオリティを一般顧客にも提供することを目的
に、虎ノ門ヒルズ内の「アンダーズ東京」と提携しブライダルヘアサロンも
展開しております。報道、ドラマやバラエティなどテレビ番組全般のヘアメ
イクを担当するチームも安定した技術・サービスを提供しつつ、現場で使用
する化粧品も開発販売しております。



株主優待のお知らせ
2020年6月30日現在の株主様より、次のとおり株主優待の内容を変更いたし
ましたのでお知らせいたします。

【優待内容】
①  オンラインストア優待券 

継続保有期間に応じて「モッズ・ヘア」公式オンラインストアでご利用い
ただける優待券3,500円（税込）または優待券4,500円分（税込）

②  当社グループ製品（選択対象製品リストから１品ご選択いただけます） 
保有株式数によりご選択いただける対象製品リストが異なります。

選択対象製品リストⅠ 最大小売価格 4,000円相当
選択対象製品リストⅡ 最大小売価格 8,000円相当

オンラインストア優待券のご利用について
①「モッズ・ヘア」公式オンラインストアでご利用いただける優待券3,500円分
　 「モッズ・ヘア」公式オンラインストアで合計7,700円（税込）以上ご購入

の際に3,500円分の割引券としてご利用いただけます。
②「モッズ・ヘア」公式オンラインストアでご利用いただける優待券4,500円分
　 「モッズ・ヘア」公式オンラインストアで合計9,900円（税込）以上ご購入

の際に4,500円分の割引券としてご利用いただけます。

発送時期
毎年6月30日現在の株主の皆様 9月中に発送予定

有効期間
2020年10月1日から2021年9月30日までとなります。

注意事項
株主ご優待のご利用に関しては、当社Webサイトの

「株主優待」ページをご参照ください。

  当社Webサイト「株主優待」
　https://mhgroup.co.jp/ir/share_goods/

今後の株主優待制度について
当社は今後更にプライベートブランド商品並びに公式オンラインストアをは
じめとしたインターネット通販の強化を図ってまいります。
コロナ禍においてインターネット通販のニーズは高まっていることから、潜
在的な顧客開拓を進めるとともに、株主優待制度の意義と事業の強化ポイン
トがよりマッチする仕組みを構築すべく、2021年6月期の株主優待を目途に
株主優待制度の見直しを行います。
変更の詳細が決定いたしましたら改めてお知らせいたします。
株主の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

株主優待製品の詳細およびモッズ・ヘアサロンの
詳細につきましては、以下サイトもご参照ください。



本件に関するお問い合わせ先
株式会社エム・エイチ・グループ　　管理本部　株主優待担当
TEL : 03（5411）7222　受付時間：平日10：00から19：00

オンラインストア優待券のご利用方法

④ お会計時にクーポンコードをご入力くだ
さい。

　 「お支払方法・お届け時間帯等の指定」の
画面で、①で取得されたクーポンコード
をご入力ください。

ご入力時の注意事項
　 ※ クーポンコードは、半角英数字でご入力ください。
　 ※ ショッピングカートの合計が条件金額に達しているか

ご確認ください。条件金額に達している場合は、対象
のクーポンが表示され、割引が反映されます。

③ ご希望の商品をご選択
　 シャンプー・トリートメントをはじめ、

アイロンなど、モッズ・ヘア公式オンラ
インストアで販売しているすべての商品
からお選びいただけます。

② モッズ・ヘア公式オンラインストアに  
アクセス

　モッズ・ヘア公式オンラインストアURL
　https://www.modshairstore.com/

① クーポンの取得
　 お手元の株主ご優待券に記載のメールア

ドレスに必要事項をお送り下さい。クー
ポンコードが発行されます。

　 どの製品を選んだらいいかわからない!? 
という方は「お悩み別」ページもご参照く
ださい。

　・パサつき・広がり
　・ボリューム不足
　・頭皮ケア
　・エイジングケア
　・くせ毛・まとまらない　など
　オススメ品が表示されます。



モッズ・ヘア公式Webサイト

https://modshair.co.jp/
サロン一覧・シーズナルコレクションなど随時更新

mod‘s hair 
2021Spring/Summer 
SEASONAL COLLECTION 
“FRiENDS”

https://modshair.co.jp/collection/

モッズ・ヘア公式オンラインストア

サロンユース商品がオンラインストアでもご購入いただけます。
https://www.modshairstore.com/
プロのおすすめアイテム・お悩み別
セット商品のご紹介、スタッフのコ
ラムなどご覧いただけます。気にな
る商品をぜひお試しください。



会社概要 （2020年12月31日現在）

会社名 株式会社エム・エイチ・グループ
英訳名 M・H・GROUP LTD.
設立　 1990年4月
資本金 500,000千円

本社 〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番１号 MHビル

従業員数 238名（グループ全体）
事業内容 美容業

取引銀行

三菱UFJ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
みずほ銀行

役員

代表取締役兼執行役員社長 朱 峰 　 玲 子
取締役兼執行役員国内事業統括本部長 半 澤 　 勝 己
取締役兼執行役員管理本部長 家 島 　 広 行
取締役 徐 　 　 芳 萍
取締役 宋 　 　 宇 海
取締役 麻 　 　 浩 珍
取締役 王 　 　 世 忠
取締役 林 　 　 忠 治
常勤監査役 鈴 木 　 浩 喜
監査役 吉 田 　 修 平
監査役 生 田 目 　 崇
監査役 謝 　 　 思 敏

グループ会社
会社名 株式会社アトリエ・エム・エイチ
本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番１号
事業内容 直営サロン運営事業
出資比率 100％

会社名 株式会社ライトスタッフ
本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番１号
事業内容 美容室支援事業
出資比率 100％

会社名 アーツ株式会社
本社 東京都港区赤坂７丁目９番７号 バルビゾン74 3F
事業内容 ヘアメイク事業
出資比率 100％

会社名 株式会社オンリー・ワン
本社 東京都千代田区有楽町１丁目９番４号 蚕糸会館 5F
事業内容 キャリアデザイン事業
出資比率 100％



発行可能株式総数 40,000,000株

発行済株式総数 11,332,100株

株主数 12,720名 

大株主（上位10名）

株主名 所有株式数（株） 持株比率（％）

潤 首 有 限 公 司 3,696,173 32.62

剣 豪 集 団 株 式 会 社 1,901,727 16.78

青 山 洋 一 656,100 5.79

青 山 和 男 208,100 1.84

三井住友信託銀行株式会社 186,100 1.64

株 式 会 社 ガ モ ウ 110,000 0.97

生 田 目 　 　 　 崇 80,200 0.71

楽 天 証 券 株 式 会 社 69,400 0.61

吉 田 修 平 31,900 0.28

JPモルガン証券株式会社 29,600 0.26

株式の状況 （2020年12月31日現在）

所有者別株式分布状況

合計
11,332,100株

■ 金融機関 189,300株 1.67%

■ その他の国内法人 2,042,929株 18.03%

■ 証券会社 195,188株 1.72%

■ 外国法人等 3,727,474株 32.89%

■ 個人・その他 5,177,161株 45.69%

■ 自己株式 48株 0.00%

所有者数別株式分布状況

合計
11,332,100株

■ 10株未満 3,014,164株 26.60%

■ 10株～100株未満 1,056,032株 9.32%

■ 100株～1,000株未満 503,704株 4.44%

■ 1,000株～5,000株未満 504,200株 4.45%

■ 5,000株以上 6,254,000株 55.19%



株主メモ
事業年度 毎年7月1日～翌年6月30日

期末配当金等受領株主確定日 6月30日

中間配当金等受領株主確定日 12月31日

定時株主総会議決権
行使株主確定日

6月30日

定時株主総会 9月下旬

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内1-4-1

特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

同連絡先

〒168-0063
東京都杉並区和泉2-8-4
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
電話フリーダイヤル0120-782-031

上場証券取引所 東京証券取引所（JASDAQ市場）

公告の方法

電子公告により行います。
公告掲載URL http://mhgroup.co.jp/

（ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。）

（ご注意）
1.  株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設され

ている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問合わせください。株主名簿管理人（三井住友信託銀行）ではお取り扱い
できませんのでご注意ください。

2.  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行が口
座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三井住友信託銀行）に
お問合わせください。なお、三井住友信託銀行全国各支店でもお取り次ぎいたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行本支店でお支払いいたします。

代表写真：Hair＆Make up 地代所拓真（目黒店サブサロンチーフ）
　　　　　Photo 馬場隆（執行役員ヘアメイク担当）

モッズ・ヘアでは半年に一度、新しいスタイルを発信・提案しています。
表紙写真： mod’s hair 2021 S/S collection 

Seasonal Theme　“FRiENDS”／ Style　“ Monica ”
■詳細は以下URLからご確認いただけます。ぜひご覧ください。
モッズ・ヘア公式Webサイト  https://modshair.co.jp/collection/

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

モッズ・ヘア上大岡店


