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(百万円未満切捨て)

１．2022年９月期第２四半期の連結業績（2021年10月１日～2022年３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)

　

売上高 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２四半期 18,040 1.1 522 △70.8 428 △74.2 169 △83.6 185 △81.9 1,071 △54.9

2021年９月期第２四半期 17,852 △6.9 1,787 △26.7 1,660 △27.1 1,032 △30.2 1,027 △30.4 2,374 35.7
　

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２四半期 1.41 1.41

2021年９月期第２四半期 7.80 7.80
　(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２四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２四半期 47,385 29,152 29,049 61.3

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 － 0.00

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、対前期増減率)

売上高 営業利益 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 36,000 0.4 400 － △100 － △100 － △0.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　

　



※ 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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 131,781,600株 2021年９月期２Ｑ 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

・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会の動画については、開催後速やかに当

社投資家情報サイトに掲載する予定です。（https://ir.lifull.com/）

・2022年５月12日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向けオンライン決算説明会
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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２四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 13,145,308 13,147,842

売掛金及びその他の短期債権 5,000,620 5,377,185

その他の短期金融資産 589,366 390,144

その他の流動資産 2,809,658 3,378,211

流動資産合計 21,544,954 22,293,383

非流動資産

有形固定資産 1,441,114 1,327,484

使用権資産 3,429,723 3,037,528

のれん 11,026,612 11,962,909

無形資産 3,083,910 3,044,382

持分法で会計処理されている投資 339,161 1,091,461

その他の長期金融資産 2,101,373 1,795,817

繰延税金資産 2,849,230 2,763,100

その他の非流動資産 71,516 69,670

非流動資産合計 24,342,642 25,092,355

資産合計 45,887,597 47,385,739
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年３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 3,811,983

借入金 6,628,630 6,677,099

リース負債 738,168 721,631

未払法人所得税 296,043 343,801

その他の流動負債 1,298,117 1,257,468

流動負債合計 12,139,294 12,811,984

非流動負債

借入金 998,980 1,530,561

リース負債 2,762,701 2,385,213

引当金 511,000 511,171

その他の金融負債 109,579 161,952

繰延税金負債 483,326 467,047

その他の非流動負債 344,326 365,060

非流動負債合計 5,209,913 5,421,006

負債合計 17,349,208 18,232,991

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 10,006,892

利益剰余金 10,296,601 10,005,364

自己株式 △1,009,262 △1,009,267

その他の資本の構成要素 △572,117 330,248

親会社の所有者に帰属する持分合計 28,413,647 29,049,601

非支配持分 124,741 103,146

資本合計 28,538,388 29,152,748

負債及び資本合計 45,887,597 47,385,739
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)

売上収益 17,852,892 18,040,829

売上原価 2,002,323 2,013,998

売上総利益 15,850,569 16,026,831

販売費及び一般管理費 13,893,918 15,591,040

その他の収益 39,966 122,051

その他の費用 209,016 34,988

営業利益 1,787,600 522,854

金融収益 9,414 21,525

金融費用 56,610 44,528

持分法投資損益（損失は△） △79,472 △71,565

税引前四半期利益 1,660,931 428,285

法人所得税費用 628,489 258,736

四半期利益 1,032,441 169,549

以下に帰属する四半期利益

親会社の所有者に帰属 1,027,384 185,812

非支配持分に帰属 5,057 △16,263

合計 1,032,441 169,549

(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 7.80 1.41

希薄化後１株当たり四半期利益 7.80 1.41
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)

売上収益 9,581,217 9,530,104

売上原価 1,056,592 1,066,491

売上総利益 8,524,624 8,463,612

販売費及び一般管理費 7,426,692 8,580,552

その他の収益 19,841 69,657

その他の費用 105,840 18,755

営業利益（△損失） 1,011,932 △66,038

金融収益 5,094 971

金融費用 28,662 23,148

持分法投資損益（損失は△） △51,400 △57,005

税引前四半期利益（△損失） 936,964 △145,220

法人所得税費用 292,371 43,791

四半期利益（△損失） 644,592 △189,012

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 639,535 △179,397

非支配持分に帰属 5,057 △9,615

合計 644,592 △189,012

(単位：円)

親会社の普通株主に帰属する１株当たり四
半期利益（△損失）

基本的１株当たり四半期利益 4.85 △1.36

希薄化後１株当たり四半期利益 4.85 △1.36
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)

四半期利益 1,032,441 169,549

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 52,905 △6,784

純損益に振り替えられることのない
項目合計

52,905 △6,784

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 1,284,468 885,285

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

4,784 23,865

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

1,289,252 909,151

その他の包括利益(税引後) 1,342,157 902,366

四半期包括利益合計 2,374,599 1,071,915

以下に帰属する四半期包括利益

親会社の所有者に帰属 2,369,194 1,088,179

非支配持分に帰属 5,404 △16,263

合計 2,374,599 1,071,915
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)

四半期利益（△損失） 644,592 △189,012

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 52,711 39

純損益に振り替えられることのない
項目合計

52,711 39

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 571,092 816,050

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

14,262 4,600

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

585,355 820,650

その他の包括利益(税引後) 638,066 820,690

四半期包括利益合計 1,282,659 631,678

以下に帰属する四半期包括利益

親会社の所有者に帰属 1,277,137 641,293

非支配持分に帰属 5,521 △9,615

合計 1,282,659 631,678
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（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10月１日 至 2021年３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 － － 1,027,384 － － 1,027,384 5,057 1,032,441

その他の包括利益 － － － － 1,341,810 1,341,810 347 1,342,157

四半期包括利益合計 － － 1,027,384 － 1,341,810 2,369,194 5,404 2,374,599

剰余金の配当 － － △697,124 － － △697,124 △20,175 △717,299

非支配持分株主との資
本取引

－ 17,203 － － － 17,203 △19,575 △2,371

所有者との取引額等合計 － 17,203 △697,124 － － △679,921 △39,750 △719,671

2021年３月31日残高 9,716,363 9,940,160 17,164,566 △1,009,262 △634,861 35,176,966 117,097 35,294,063

当第２四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2022年３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 － － 185,812 － － 185,812 △16,263 169,549

その他の包括利益 － － － － 902,366 902,366 － 902,366

四半期包括利益合計 － － 185,812 － 902,366 1,088,179 △16,263 1,071,915

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

株式報酬取引 － 24,829 － － － 24,829 － 24,829

自己株式の取得 － － － △4 － △4 － △4

所有者との取引額等合計 － 24,829 △477,049 △4 － △452,224 △5,331 △457,556

2022年３月31日残高 9,716,363 10,006,892 10,005,364 △1,009,267 330,248 29,049,601 103,146 29,152,748
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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２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３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 1,660,931 428,285

減価償却費及び償却費 1,021,114 936,351

金融収益 △9,414 △21,525

金融費用 56,610 44,528

売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)

△666,701 △46,958

買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)

507,214 310,944

その他 △1,519,681 △863,511

小計 1,050,075 788,114

利息及び配当金の受取額 329 1,595

利息の支払額 △58,192 △46,311

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） △990,176 299,318

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,036 1,042,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融資産の取得による支出 △100,000 －

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 △55,291 △60,047

有形固定資産の売却による収入 1,572 288

無形資産の取得による支出 △156,032 △276,683

事業譲受による支出 △411,028 △350,946

関連会社株式の取得による支出 － △800,000

貸付による支出 △618,000 △445,746

貸付金の回収による収入 626,976 956,776

その他 135,676 △8,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △576,128 △964,672

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 △51,549 △250,000

長期借入れによる収入 234,000 1,012,246

長期借入金の返済による支出 △500,678 △182,194

配当金の支払額 △697,050 △476,903

リース負債の返済による支出 △438,697 △374,874

非支配持分への配当金の支払額 △20,175 △5,331

非支配持分からの子会社持分取得による支出 △15,400 －

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 △1,477,851 △277,061

現金及び現金同等物の為替変動による影響 223,647 201,551

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,828,295 2,533

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 14,134,451 13,147,842
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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. 後発事象

該当事項はありません。

　


