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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 13,037 △1.8 3,322 △16.5 2,286 △15.3 2,293 △15.0 2,286 △15.3

2021年３月期第２四半期 13,274 3.1 3,981 △4.9 2,698 △6.1 2,698 △6.1 2,698 △6.1

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第２四半期 64.64 64.16

2021年３月期第２四半期 76.60 75.71

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 152,146 30,957 30,962 20.4

2021年３月期 164,762 30,093 30,093 18.3

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

2021年３月期 - 25.00 - 30.00 55.00

2022年３月期 - 30.00

2022年３月期（予想） - 30.00 60.00

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 29,500 10.0 8,520 10.0 5,700 10.1 5,700 10.1 161.38

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

（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．基本的１株当たり当期利益の予想値につきましては、2021年３月期の期中平均株式数を使用して算出しており

ます。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 36,080,600株 2021年３月期 36,080,600株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 771,860株 2021年３月期 578,760株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 35,485,027株 2021年３月期２Ｑ 35,227,608株

※  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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：有

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

（注）詳細は、添付資料「２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記

事項」をご覧ください。

（３）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。
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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当社グループの属する住宅関連業界を取り巻く環境は、新型コロナウイルス

感染症（以下、感染症）の第４・５波が発生し、その影響が長期化したことで、不透明な状況が続きました。新設

住宅着工戸数は、感染症拡大前の水準には至らない状況ながらも、徐々に回復傾向が見られました。一方、中古マ

ンション・中古戸建住宅の成約件数は、需要に対する在庫不足と、その影響により価格が高騰した結果、弱い動き

となりました。先行きについては緊急事態宣言の解除やワクチン接種率の向上などを背景に、新設住宅着工戸数と

中古マンション・中古戸建住宅の成約件数が、感染症拡大前の水準に近づくことが期待されるものの、一部に物件

価格の高騰による購入の見送りや、住宅設備機器の欠品・遅延による引渡しの遅れなどの影響が出ていることもあ

り、今後引き続き注視していく必要があります。

このような状況のもと、当社グループは、当連結会計年度を初年度とする５ヵ年計画「中期経営計画2021」に基

づき、企業価値の向上に積極的な取組みを推進しています。住宅ローン事業では、FC店舗と連携した大手不動産事

業者開拓を進めると共に、地域支社によるFC店舗へのきめ細かいサポートなど、地域密着型マーケティングを進め

たことで、当第２四半期連結累計期間における当社グループの融資実行件数（借換含む）は、フラット３５市場全

体の融資実行件数が前年同期比12.1％の減少となる中、前年同期比8.3％のゆるやかな減少に止まりました。ま

た、アルヒ不動産テクノロジーズ株式会社で行っている居住用不動産の買取再販事業は、当第２四半期に初売上を

上げるなど順調に推移しています。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は13,037百万円（前年同期比1.8％減）となりました。こ

れは、融資実行件数の減少により、融資実行業務が前年同期比5.4％減少、ファイナンス業務が前年同期比11.0％

減少した一方、過去に融資を行った住宅ローンに係るストック型収益である債権管理回収業務は14.8％増加、保険

関連業務は25.6％増加と好調な推移となったためです。税引前利益は広告宣伝費などの戦略的費用が増加したこと

で3,322百万円（前年同期比16.5％減）となりました。四半期利益は2,286百万円（前年同期比15.3％減）、親会社

の所有者に帰属する四半期利益は2,293百万円（前年同期比15.0％減）となりました。

なお、当社グループは住宅ローン関連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いま

す。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における資産は152,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,615百万円減少い

たしました。これは主に現金及び現金同等物が6,363百万円、営業貸付金が8,083百万円それぞれ減少したことな

どによるものです。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債は121,189百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,478百万円減少い

たしました。これは主に預り金が5,994百万円、借入債務が8,096百万円それぞれ減少したことなどによるもので

す。

（資本）

当第２四半期連結会計期間末における資本は30,957百万円となり、前連結会計年度末に比べ863百万円増加いたし

ました。これは主に四半期利益を2,286百万円計上した一方、剰余金の配当1,065百万円などによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年５月11日の「2021年３月期決算短信〔IFRS〕（連結）」で公表いたしました年間の連結業績予想に変更は

ありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2021年９月30日）

資産

現金及び現金同等物 37,404 31,041

売上債権 957 1,026

営業貸付金 71,649 63,565

預け金 126 150

未収入金 128 60

その他の金融資産 24,596 26,976

その他の資産 614 548

有形固定資産 1,222 973

のれん 24,464 24,464

無形資産 3,310 3,050

繰延税金資産 287 287

資産合計 164,762 152,146

負債

預り金 14,517 8,523

リース負債 1,191 840

借入債務 80,556 72,460

引当金 183 182

未払法人所得税 1,420 1,021

その他の金融負債 35,371 36,840

その他の負債 1,425 1,320

負債合計 134,668 121,189

資本

資本金 3,471 3,471

資本剰余金 9,057 8,866

自己株式 △1,070 △1,239

利益剰余金 18,635 19,864

親会社の所有者に帰属する持分 30,093 30,962

非支配持分 － △4

資本合計 30,093 30,957

負債・資本合計 164,762 152,146

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

営業収益 13,274 13,037

営業費用

金融費用 △1,519 △1,741

販売費及び一般管理費 △7,568 △7,647

その他の費用 △20 △201

営業費用合計 △9,108 △9,589

その他の収益・費用

その他の収益 7 34

その他の費用 △193 △159

その他の収益・費用合計 △185 △125

税引前利益 3,981 3,322

法人所得税費用 △1,282 △1,036

四半期利益 2,698 2,286

四半期利益の帰属

親会社の所有者 2,698 2,293

非支配持分 － △7

四半期利益 2,698 2,286

１株当たり四半期利益

（親会社の所有者に帰属）

基本的（円） 76.60 64.64

希薄化後（円） 75.71 64.16

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約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：百万円）

　前第２四半期連結会計期間
（自　2020年７月１日

　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結会計期間
（自　2021年７月１日

　　至　2021年９月30日）

営業収益 6,790 6,183

営業費用

金融費用 △782 △853

販売費及び一般管理費 △3,925 △3,597

その他の費用 △7 △181

営業費用合計 △4,715 △4,633

その他の収益・費用

その他の収益 3 24

その他の費用 △97 △80

その他の収益・費用合計 △93 △56

税引前利益 1,980 1,493

法人所得税費用 △655 △465

四半期利益 1,325 1,027

四半期利益の帰属

親会社の所有者 1,325 1,032

非支配持分 － △4

四半期利益 1,325 1,027

１株当たり四半期利益

（親会社の所有者に帰属）

基本的（円） 37.61 29.13

希薄化後（円） 37.17 28.94

（第２四半期連結会計期間）
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（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

四半期利益 2,698 2,286

四半期包括利益 2,698 2,286

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 2,698 2,293

非支配持分 － △7

四半期包括利益 2,698 2,286

（要約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：百万円）

　前第２四半期連結会計期間
（自　2020年７月１日

　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結会計期間
（自　2021年７月１日

　　至　2021年９月30日）

四半期利益 1,325 1,027

四半期包括利益 1,325 1,027

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 1,325 1,032

非支配持分 － △4

四半期包括利益 1,325 1,027

（第２四半期連結会計期間）
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分
資本合計

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金 合計

2020年４月１日残高 3,471 9,590 △1,685 15,257 26,634 26,634

四半期利益 － － － 2,698 2,698 2,698

四半期包括利益合計 － － － 2,698 2,698 2,698

自己株式の取得 － △1 △299 － △301 △301

自己株式の処分 － △481 693 － 212 212

配当金 － － － △915 △915 △915

新株予約権 － 46 － － 46 46

譲渡制限付株式報酬 － 5 － － 5 5

所有者との取引額合計 － △431 393 △915 △952 △952

2020年９月30日残高 3,471 9,159 △1,292 17,041 28,379 28,379

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分
非支配持分 資本合計

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金 合計

2021年４月１日残高 3,471 9,057 △1,070 18,635 30,093 － 30,093

四半期利益 － － － 2,293 2,293 △7 2,286

四半期包括利益合計 － － － 2,293 2,293 △7 2,286

自己株式の取得 － △2 △453 － △456 － △456

自己株式の処分 － △213 284 － 70 － 70

配当金 － － － △1,065 △1,065 － △1,065

新株予約権 － △2 － － △2 － △2

譲渡制限付株式報酬 － 26 － － 26 － 26

支配継続子会社に対する持分変動 － － － － － 3 3

所有者との取引額合計 － △191 △168 △1,065 △1,425 3 △1,422

2021年９月30日残高 3,471 8,866 △1,239 19,864 30,962 △4 30,957

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
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（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 3,981 3,322

減価償却費及び償却費 569 559

回収サービス資産等償却費 178 167

減損損失 － 4

受取利息 △174 △152

FVTPLの金融商品から生じる利得又は損失（△は利

得）
△1,038 △220

支払利息 350 327

貸付債権流動化関連収益 △1,859 △2,281

売上債権の増減額（△は増加） △146 △69

営業貸付金の増減額（△は増加） 4,938 10,135

預け金の増減額（△は増加） 39 △24

未収入金の増減額（△は増加） 118 68

その他の金融資産の増減額（△は増加） △220 67

その他の資産の増減額（△は増加） 146 63

預り金の増減額（△は減少） △122 △5,994

引当金の増減額（△は減少） △0 △0

その他の金融負債の増減額（△は減少） △95 △413

その他の負債の増減額（△は減少） △520 △105

その他 32 △303

小計 6,179 5,151

利息の受取額 968 532

利息の支払額 △238 △242

法人所得税の支払額 △1,667 △1,435

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,242 4,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出 △346 △279

その他 △48 △78

投資活動によるキャッシュ・フロー △394 △358

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △301 △449

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,000 △14,400

流動化に伴う借入債務の増減額（△は減少） △267 △0

長期借入による収入 12,700 7,000

長期借入金の返済による支出 △800 △800

リース負債の返済による支出 △347 △367

ストック・オプションの行使による収入 212 67

配当金の支払額 △914 △1,065

その他 － 3

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,281 △10,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,129 △6,363

現金及び現金同等物の期首残高 14,811 37,404

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,941 31,041

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）要約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。

IFRS 新設・改訂の概要

IFRS第16号 リース covid-19に関連した賃料減免の借手の会計処理の改訂

IFRS第４号

IFRS第７号

IFRS第９号

IFRS第16号

保険契約

金融商品：開示

金融商品

リース

IBOR改革に伴い、既存の金利指標を代替的な金利指標

に置換える時に生じる財務報告への影響に対応するた

めの改訂

（会計方針の変更）

要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸

表において適用した会計方針と同一であります。

なお、当第２四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

融資実行業務 6,926 6,552

ファイナンス業務 3,968 3,532

債権管理回収業務 1,208 1,387

保険関連業務 953 1,197

その他業務 217 367

営業収益合計 13,274 13,037

（セグメント情報）

（1）一般情報

当社グループの事業内容は、長期固定金利の「フラット３５」をはじめ、変動金利や固定選択型住宅ローンの

貸付、回収及びこれに付帯する各種保険の販売等であり、区分すべき事業セグメントが存在しないため、報告セ

グメントは単一となっております。

（2）サービスに関する情報
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