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(百万円未満切捨て)

１．2021年９月期第１四半期の連結業績（2020年10月１日～2020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 ％

2021年９月期第１四半期 8,271 △10.1 794 △23.9 742 △22.5 400 △24.1 400 △24.1 1,104 △26.5

2020年９月期第１四半期 9,202 9.7 1,044 △35.9 958 △37.0 526 △47.5 527 △47.4 1,502 185.6
　

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

2021年９月期第１四半期 3.04 3.04

2020年９月期第１四半期 3.93 3.93
（注）前第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、2020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 ％

2021年９月期第１四半期 53,461 34,064 33,903 63.4

2020年９月期 55,319 33,647 33,495 60.5

　

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９月期 － 0.00 － 5.29 5.29

2021年９月期 －

2021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)２．2021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。

３．2021年９月期の連結業績予想（2020年10月１日～2021年９月30日）
(％表示は、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 38,476 8.7 3,434 37.5 2,033 73.7 15.43

(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) 2021年９月期１Ｑ 134,239,870株 2020年９月期 134,239,870株

② 期末自己株式数 2021年９月期１Ｑ 2,458,256株 2020年９月期 2,458,256株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期１Ｑ 131,781,614株 2020年９月期１Ｑ 134,165,384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、当社ホームページをご覧ください。
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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
(2020年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 15,962,746 13,912,845

売掛金及びその他の短期債権 4,723,158 4,526,513

その他の短期金融資産 624,112 672,614

その他の流動資産 1,773,193 2,234,100

流動資産合計 23,083,211 21,346,074

非流動資産

有形固定資産 1,756,982 1,661,836

使用権資産 4,476,985 4,251,262

のれん 19,913,128 20,788,685

無形資産 2,250,189 2,237,992

持分法で会計処理されている投資 447,167 409,616

その他の長期金融資産 2,071,117 1,743,672

繰延税金資産 1,307,541 995,047

その他の非流動資産 13,275 27,027

非流動資産合計 32,236,387 32,115,139

資産合計 55,319,599 53,461,214
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020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 2,664,624 2,407,411

借入金 8,631,569 8,547,645

リース負債 832,799 803,257

未払法人所得税 1,249,737 47,426

引当金 42,333 12,917

その他の流動負債 2,594,973 2,076,274

流動負債合計 16,016,038 13,894,931

非流動負債

借入金 767,298 834,000

リース負債 3,720,010 3,527,598

引当金 510,657 510,743

繰延税金負債 302,094 290,659

その他の非流動負債 356,171 339,193

非流動負債合計 5,656,232 5,502,194

負債合計 21,672,270 19,397,126

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 9,922,957 9,922,957

利益剰余金 16,842,500 16,545,513

自己株式 △1,009,262 △1,009,262

その他の資本の構成要素 △1,976,672 △1,272,463

親会社の所有者に帰属する持分合計 33,495,885 33,903,108

非支配持分 151,443 160,979

資本合計 33,647,328 34,064,087

負債及び資本合計 55,319,599 53,461,214
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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 2019年10月１日
至 2019年12月31日)

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

売上収益 9,202,007 8,271,675

売上原価 1,116,891 945,730

売上総利益 8,085,115 7,325,944

販売費及び一般管理費 7,031,341 6,448,604

その他の収益 29,456 20,125

その他の費用 38,825 103,175

営業利益 1,044,405 794,289

金融収益 1,457 4,319

金融費用 25,202 27,948

持分法投資損益（損失は△） △62,305 △28,072

税引前四半期利益 958,354 742,588

法人所得税費用 431,365 342,449

四半期利益 526,989 400,139

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 527,405 400,138

非支配持分に帰属 △415 0

合計 526,989 400,139

(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 3.93 3.04

希薄化後１株当たり四半期利益 3.93 3.04

　



株式会社LIFULL(2120) 2021年９月期 第１四半期決算短信

－5－

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 2019年10月１日
至 2019年12月31日)

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

四半期利益 526,989 400,139

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 △8,689 193

純損益に振り替えられることのない
項目合計

△8,689 193

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 972,996 713,375

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

11,118 △9,478

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

984,114 703,897

その他の包括利益(税引後) 975,424 704,091

四半期包括利益合計 1,502,414 1,104,230

以下に帰属する四半期包括利益

親会社の所有者に帰属 1,502,750 1,104,347

非支配持分に帰属 △335 △116

合計 1,502,414 1,104,230
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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 2019年10月１日 至 2019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

2019年10月１日残高 9,716,363 9,922,432 16,086,854 △9,114 △3,165,034 32,551,501 75,982 32,627,484

四半期利益 － － 527,405 － － 527,405 △415 526,989

その他の包括利益 － － － － 975,345 975,345 79 975,424

四半期包括利益合計 － － 527,405 － 975,345 1,502,750 △335 1,502,414

利益剰余金への振替 － － △15,798 － 15,798 － － －

剰余金の配当 － － △590,327 － － △590,327 △1,209 △591,537

自己株式の取得 － － － △43 － △43 － △43

企業結合による増加 － － － － － － 1,000 1,000

所有者との取引額等合計 － － △606,126 △43 15,798 △590,371 △209 △590,580

2019年12月31日残高 9,716,363 9,922,432 16,008,133 △9,157 △2,173,890 33,463,880 75,437 33,539,318

当第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 16,842,500 △1,009,262 △1,976,672 33,495,885 151,443 33,647,328

四半期利益 － － 400,138 － － 400,138 0 400,139

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

四半期包括利益合計 － － 400,138 － 704,208 1,104,347 △116 1,104,230

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 16,545,513 △1,009,262 △1,272,463 33,903,108 160,979 34,064,087
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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 2019年10月１日
至 2019年12月31日)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 958,354 742,588

減価償却費及び償却費 495,394 510,497

金融収益 △1,457 △4,319

金融費用 25,202 27,948

売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)

548,406 204,012

買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)

△846,596 △293,522

その他 228,782 △1,041,803

小計 1,408,088 145,402

利息及び配当金の受取額 1,457 3,531

利息の支払額 △24,994 △28,285

法人所得税の支払額 △707,452 △1,208,301

営業活動によるキャッシュ・フロー 677,098 △1,087,653

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 11,655 －

有形固定資産の取得による支出 △77,423 △18,292

有形固定資産の売却による収入 1,000 1,572

無形資産の取得による支出 △96,343 △85,231

事業譲受による支出 － △385,010

貸付による支出 △485,300 △161,000

貸付金の回収による収入 95,654 464,976

その他 638 △2,987

投資活動によるキャッシュ・フロー △550,117 △185,973

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 △3,200,000 △549

長期借入れによる収入 2,000,000 234,000

長期借入金の返済による支出 △83,335 △250,673

配当金の支払額 △587,710 △689,425

リース負債の返済による支出 △223,042 △232,710

非支配持分への配当金の支払額 △1,209 △3,375

非支配持分からの払込による収入 1,000 11,700

自己株式の取得による支出 △43 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,094,341 △931,033

現金及び現金同等物の為替変動による影響 147,766 154,759

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,819,593 △2,049,901

現金及び現金同等物の期首残高 9,239,027 15,962,746

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,419,433 13,912,845
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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。

　


