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(百万円未満切捨て)

１．2022年９月期第１四半期の連結業績（2021年10月１日～2021年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

　

売上収益 営業利益 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 ％ 百万円 ％

2022年９月期第１四半期 8,510 2.9 588 △24.1 573 △20.8 358 △7.6 365 △5.8 440 △59.7

2021年９月期第１四半期 8,271 △10.1 775 △25.7 723 △24.5 387 △26.4 387 △26.5 1,091 △27.3
　

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９月期第１四半期 2.77 2.77

2021年９月期第１四半期 2.94 2.94
(注)2021年９月期第３四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2021年９

月期第１四半期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定を反映しております。

（２）連結財政状態
　

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９月期第１四半期 44,746 28,507 28,394 63.5

2021年９月期 45,887 28,538 28,413 61.9

　

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

2021年９月期 － 0.00 － 3.62 3.62

2022年９月期 －

2022年９月期(予想) － － － －

(注)１． 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

(注)２． 2022年９月期の配当は配当性向25％を基準に配当実施する予定です。

　

３．2022年９月期の連結業績予想（2021年10月１日～2022年９月30日）
(％表示は、通期は対前期増減率)

売上収益 営業利益
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 ％ 円 銭

通期 39,000 8.8 1,700 － 700 － 5.31

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

　

　



※ 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）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 ： 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

（３）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) 2022年９月期１Ｑ 134,239,870株 2021年９月期 134,239,870株

② 期末自己株式数 2022年９月期１Ｑ 2,458,270株 2021年９月期 2,458,256株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年９月期１Ｑ 131,781,600株 2021年９月期１Ｑ 131,781,614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

・決算補足資料、個人投資家向け説明会資料、事業戦略説明資料等は、当社投資家情報サイトをご覧ください。

（https://ir.lifull.com/）
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１．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

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 13,145,308 12,183,228

売掛金及びその他の短期債権 5,000,620 4,522,269

その他の短期金融資産 589,366 812,249

その他の流動資産 2,809,658 3,483,919

流動資産合計 21,544,954 21,001,668

非流動資産

有形固定資産 1,441,114 1,379,546

使用権資産 3,429,723 3,243,475

のれん 11,026,612 11,092,891

無形資産 3,083,910 3,026,108

持分法で会計処理されている投資 339,161 338,928

その他の長期金融資産 2,101,373 1,787,926

繰延税金資産 2,849,230 2,796,007

その他の非流動資産 71,516 80,391

非流動資産合計 24,342,642 23,745,276

資産合計 45,887,597 44,746,944
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

買掛金及びその他の短期債務 3,178,334 2,615,788

借入金 6,628,630 6,274,880

リース負債 738,168 736,887

未払法人所得税 296,043 288,744

その他の流動負債 1,298,117 1,159,825

流動負債合計 12,139,294 11,076,126

非流動負債

借入金 998,980 1,133,879

リース負債 2,762,701 2,577,127

引当金 511,000 511,085

その他の長期金融負債 109,579 125,364

繰延税金負債 483,326 471,567

その他の非流動負債 344,326 344,428

非流動負債合計 5,209,913 5,163,453

負債合計 17,349,208 16,239,580

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 9,716,363 9,716,363

資本剰余金 9,982,062 9,993,187

利益剰余金 10,296,601 10,184,762

自己株式 △1,009,262 △1,009,267

その他の資本の構成要素 △572,117 △490,442

親会社の所有者に帰属する持分合計 28,413,647 28,394,603

非支配持分 124,741 112,761

資本合計 28,538,388 28,507,364

負債及び資本合計 45,887,597 44,746,944
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（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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

売上収益 8,271,675 8,510,725

売上原価 945,730 947,506

売上総利益 7,325,944 7,563,218

販売費及び一般管理費 6,467,225 7,010,487

その他の収益 20,125 52,394

その他の費用 103,175 16,233

営業利益 775,668 588,892

金融収益 4,319 20,554

金融費用 27,948 21,379

持分法投資損益（損失は△） △28,072 △14,559

税引前四半期利益 723,967 573,506

法人所得税費用 336,118 214,945

四半期利益 387,849 358,561

以下に帰属する四半期利益（損失は△）

親会社の所有者に帰属 387,848 365,210

非支配持分に帰属 0 △6,648

合計 387,849 358,561

(単位：円)

親会社の所有者に帰属する１株当たり
四半期利益

基本的１株当たり四半期利益 2.94 2.77

希薄化後１株当たり四半期利益 2.94 2.77
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要約四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

四半期利益 387,849 358,561

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

FVTOCIの資本性金融資産 193 △6,824

純損益に振り替えられることのない
項目合計

193 △6,824

純損益に振り替えられる可能性のある
項目

為替換算差額 713,375 69,234

持分法適用会社におけるその他の包括
利益に対する持分

△9,478 19,265

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

703,897 88,500

その他の包括利益(税引後) 704,091 81,675

四半期包括利益合計 1,091,940 440,237

以下に帰属する四半期包括利益

親会社の所有者に帰属 1,092,057 446,885

非支配持分に帰属 △116 △6,648

合計 1,091,940 440,237
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第１四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の

資本の

構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

非支配持分 資本合計

2020年10月１日残高 9,716,363 9,922,957 16,834,306 △1,009,262 △1,976,672 33,487,692 151,443 33,639,135

四半期利益 － － 387,848 － － 387,848 0 387,849

その他の包括利益 － － － － 704,208 704,208 △117 704,091

四半期包括利益合計 － － 387,848 － 704,208 1,092,057 △116 1,091,940

剰余金の配当 － － △697,124 － － △697,124 △3,375 △700,499

非支配持分株主との資
本取引

－ － － － － － 13,028 13,028

所有者との取引額等合計 － － △697,124 － － △697,124 9,653 △687,471

2020年12月31日残高 9,716,363 9,922,957 16,525,030 △1,009,262 △1,272,463 33,882,624 160,979 34,043,604

当第１四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)

(単位：千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の

資本の

構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

非支配持分 資本合計

2021年10月１日残高 9,716,363 9,982,062 10,296,601 △1,009,262 △572,117 28,413,647 124,741 28,538,388

四半期利益 － － 365,210 － － 365,210 △6,648 358,561

その他の包括利益 － － － － 81,675 81,675 － 81,675

四半期包括利益合計 － － 365,210 － 81,675 446,885 △6,648 440,237

剰余金の配当 － － △477,049 － － △477,049 △5,331 △482,381

株式報酬取引 － 11,124 － － － 11,124 － 11,124

自己株式の取得 － － － △4 － △4 － △4

所有者との取引額等合計 － 11,124 △477,049 △4 － △465,929 △5,331 △471,261

2021年12月31日残高 9,716,363 9,993,187 10,184,762 △1,009,267 △490,442 28,394,603 112,761 28,507,364
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 723,967 573,506

減価償却費及び償却費 529,118 464,054

金融収益 △4,319 △20,554

金融費用 27,948 21,379

売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)

204,012 496,084

買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)

△293,522 △604,652

その他 △1,041,803 △517,809

小計 145,402 412,009

利息及び配当金の受取額 3,531 586

利息の支払額 △28,285 △21,804

法人所得税の支払額 △1,208,301 △399,328

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,087,653 △8,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融資産の売却による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △18,292 △30,775

有形固定資産の売却による収入 1,572 －

無形資産の取得による支出 △85,231 △136,578

事業譲受による支出 △385,010 －

貸付による支出 △161,000 △209,300

貸付金の回収による収入 464,976 296,416

その他 △2,987 △6,262

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,973 △66,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △549 △250,000

長期借入れによる収入 234,000 205,500

長期借入金の返済による支出 △250,673 △174,350

配当金の支払額 △689,425 △470,387

リース負債の返済による支出 △232,710 △187,597

非支配持分への配当金の支払額 △3,375 △5,331

非支配持分からの払込による収入 11,700 －

自己株式の取得による支出 － △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △931,033 △882,171

現金及び現金同等物の為替変動による影響 154,759 △4,872

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,049,901 △962,079

現金及び現金同等物の期首残高 15,962,746 13,145,308

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,912,845 12,183,228
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．重要な後発事象

該当事項はありません。

　


