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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）

継続事業に係る金額

売上収益 事業利益 営業利益 税引前利益 四半期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2023年３月期第1四半期 360,291 4.2 6,977 △69.8 12,067 △49.6 12,031 △47.5 6,739 △60.1
2022年３月期第1四半期 345,761 11.4 23,076 － 23,933 － 22,926 － 16,869 －

非継続事業を含む金額

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
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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 円 銭
2023年３月期第1四半期 5,901 △65.0 5,734 △65.9 39,888 135.9 19.79 19.79
2022年３月期第1四半期 16,843 － 16,825 － 16,908 205.6 57.91 54.96

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 ％
2023年３月期第1四半期 1,856,491 636,000 633,195 34.1
2022年３月期 1,782,882 614,968 612,385 34.3

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
2022年３月期 － 40.00 － 45.00 85.00
2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 45.00 － 45.00 90.00

継続事業に係る金額

売上収益 事業利益 営業利益 税引前利益 当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
通期 1,520,000 6.4 81,000 24.9 78,000 12.3 76,000 13.0 51,800 2.5

非継続事業を含む金額

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 ％ 円 銭
通期 51,200 5.1 51,000 4.9 175.99

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（注）事業利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出した金額であります。

（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

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（％表示は、対前期増減率）

（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）「基本的１株当たり当期利益」の算定上の基礎となる期中平均株式数については、2023年３月期第１四半期累計期

間の期中平均株式数を使用しております。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む）  2023年３月期１Ｑ 313,319,159株  2022年３月期 313,319,159株

②  期末自己株式数  2023年３月期１Ｑ 25,040,952株  2022年３月期 22,580,170株

③  期中平均株式数（四半期累計）  2023年３月期１Ｑ 289,793,042株  2022年３月期１Ｑ 290,538,540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

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（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）

※  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、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したもので

あり、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、実際の業績は様々な要因の変化により、記述さ

れている将来の見通しとは大きく異なる可能性があります。

（決算補足説明資料の入手方法について）

決算補足説明資料は同日にTDnetで開示及び当社ホームページに掲載しております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 100,404 105,918

営業債権及びその他の債権 280,409 284,906

棚卸資産 237,927 280,195

契約資産 19,408 20,104

未収法人所得税等 923 1,213

その他の金融資産 23,095 21,070

その他の流動資産 25,180 27,193

小計 687,346 740,599

売却目的で保有する資産 27,261 26,954

流動資産合計 714,607 767,553

非流動資産

有形固定資産 373,301 374,015

使用権資産 54,023 59,681

のれん及びその他の無形資産 471,303 495,099

投資不動産 4,045 4,049

持分法で会計処理されている投資 10,699 10,697

その他の金融資産 62,361 51,895

繰延税金資産 83,315 84,782

その他の非流動資産 9,228 8,720

非流動資産合計 1,068,275 1,088,938

資産合計 1,782,882 1,856,491

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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 333,680 330,610

社債及び借入金 132,029 174,422

リース負債 17,681 18,184

契約負債 9,377 10,958

未払法人所得税等 10,926 11,364

その他の金融負債 5,638 8,240

引当金 656 640

その他の流動負債 93,014 99,466

流動負債合計 603,001 653,884

非流動負債

社債及び借入金 337,510 339,407

リース負債 37,483 42,128

その他の金融負債 26,968 27,127

退職給付に係る負債 78,441 70,659

引当金 8,028 8,168

繰延税金負債 61,875 67,242

その他の非流動負債 14,608 11,876

非流動負債合計 564,913 566,607

負債合計 1,167,914 1,220,491

資本

資本金 68,418 68,418

資本剰余金 278,635 278,725

自己株式 (47,542) (53,748)

その他の資本の構成要素 44,954 67,915

利益剰余金 267,920 271,885

親会社の所有者に帰属する持分 612,385 633,195

非支配持分 2,583 2,805

資本合計 614,968 636,000

負債及び資本合計 1,782,882 1,856,491
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

継続事業

売上収益 345,761 360,291

売上原価 (220,745) (243,899)

売上総利益 125,016 116,392

販売費及び一般管理費 (101,940) (109,415)

その他の収益 3,143 6,820

その他の費用 (2,286) (1,730)

営業利益 23,933 12,067

金融収益 2,044 1,276

金融費用 (2,329) (1,312)

持分法による投資損失 (722) (0)

継続事業からの税引前四半期利益 22,926 12,031

法人所得税費用 (6,057) (5,292)

継続事業からの四半期利益 16,869 6,739

非継続事業

非継続事業からの四半期損失 (26) (838)

四半期利益 16,843 5,901

四半期利益（損失）の帰属

親会社の所有者

継続事業 16,851 6,572

非継続事業 (26) (838)

合計 16,825 5,734

非支配持分

継続事業 18 167

非継続事業 － －

合計 18 167

四半期利益 16,843 5,901

（２）要約四半期連結純損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結純損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

１株当たり四半期利益（円）

基本的１株当たり四半期利益（損失）

継続事業 58.00 22.68

非継続事業 (0.09) (2.89)

合計 57.91 19.79

希薄化後１株当たり四半期利益（損失）

継続事業 55.04 22.68

非継続事業 (0.08) (2.89)

合計 54.96 19.79

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

四半期利益 16,843 5,901

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

その他の包括利益を通じて測定する資本性金
融商品の公正価値の純変動

(791) (367)

確定給付制度の再測定 － 7,445

純損益に振り替えられることのない項目合計 (791) 7,078

純損益にその後振り替えられる可能性のある項
目

在外営業活動体の換算差額 1,158 30,044

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変
動額の有効部分

(310) (3,131)

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

8 (4)

純損益にその後振り替えられる可能性のある
項目合計

856 26,909

税引後その他の包括利益 65 33,987

四半期包括利益 16,908 39,888

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 16,914 39,577

非支配持分 (6) 311

四半期包括利益 16,908 39,888

（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）
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括利益
を通じて測定する
資本性金融商品の
公正価値の純変動

確定給付
制度の
再測定

在外営業
活動体の
換算差額

キャッシュ・フロ
ー・ヘッジの公正
価値の変動額の有

効部分

2021年４月１日　残高 68,418 278,240 (48,610) 16,558 － 372 1,071

四半期利益 － － － － － － －

その他の包括利益 － － － (791) － 1,182 (310)

四半期包括利益 － － － (791) － 1,182 (310)

自己株式の取得 － － (6) － － － －

自己株式の処分 － 0 0 － － － －

株式に基づく報酬取引 － 534 1,010 － － － －

配当金 － － － － － － －

その他の資本の構成要素から

利益剰余金への振替
－ － － 94 － － －

所有者との取引額等合計 － 534 1,004 94 － － －

2021年６月30日　残高 68,418 278,774 (47,606) 15,861 － 1,554 761

（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

その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計
その他 合計

2021年４月１日　残高 2,414 20,415 233,808 552,271 2,496 554,767

四半期利益 － － 16,825 16,825 18 16,843

その他の包括利益 8 89 － 89 (24) 65

四半期包括利益 8 89 16,825 16,914 (6) 16,908

自己株式の取得 － － － (6) － (6)

自己株式の処分 － － － 0 － 0

株式に基づく報酬取引 (782) (782) 555 1,317 － 1,317

配当金 － － (11,609) (11,609) － (11,609)

その他の資本の構成要素から

利益剰余金への振替
－ 94 (94) － － －

所有者との取引額等合計 (782) (688) (11,148) (10,298) － (10,298)

2021年６月30日　残高 1,640 19,816 239,485 558,887 2,490 561,377

（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　2021年４月１日　至　2021年６月30日）
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括利益
を通じて測定する
資本性金融商品の
公正価値の純変動

確定給付
制度の
再測定

在外営業
活動体の
換算差額

キャッシュ・フロ
ー・ヘッジの公正
価値の変動額の有

効部分

2022年４月１日　残高 68,418 278,635 (47,542) 13,327 － 28,613 2,867

超インフレの調整 － － － － － － －

超インフレの調整を反映した

当期首残高
68,418 278,635 (47,542) 13,327 － 28,613 2,867

四半期利益 － － － － － － －

その他の包括利益 － － － (367) 7,445 29,900 (3,131)

四半期包括利益 － － － (367) 7,445 29,900 (3,131)

自己株式の取得 － (5) (6,750) － － － －

自己株式の処分 － 0 0 － － － －

株式に基づく報酬取引 － 145 544 － － － －

配当金 － － － － － － －

支配が継続している子会社に

対する持分変動
－ (50) － － － － －

その他の資本の構成要素から

利益剰余金への振替
－ － － (3,326) (7,445) － －

所有者との取引額等合計 － 90 (6,206) (3,326) (7,445) － －

2022年６月30日　残高 68,418 278,725 (53,748) 9,634 － 58,513 (264)

（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

その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計
その他 合計

2022年４月１日　残高 147 44,954 267,920 612,385 2,583 614,968

超インフレの調整 － － 543 543 － 543

超インフレの調整を反映した

当期首残高
147 44,954 268,463 612,928 2,583 615,511

四半期利益 － － 5,734 5,734 167 5,901

その他の包括利益 (4) 33,843 － 33,843 144 33,987

四半期包括利益 (4) 33,843 5,734 39,577 311 39,888

自己株式の取得 － － － (6,755) － (6,755)

自己株式の処分 － － － 0 － 0

株式に基づく報酬取引 (111) (111) － 578 － 578

配当金 － － (13,083) (13,083) － (13,083)

支配が継続している子会社に

対する持分変動
－ － － (50) (89) (139)

その他の資本の構成要素から

利益剰余金への振替
－ (10,771) 10,771 － － －

所有者との取引額等合計 (111) (10,882) (2,312) (19,310) (89) (19,399)

2022年６月30日　残高 32 67,915 271,885 633,195 2,805 636,000

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益 22,926 12,031

非継続事業からの税引前四半期損失 (37) (1,206)

税引前四半期利益 22,889 10,825

減価償却費及び償却費 20,021 19,940

減損損失 831 50

受取利息及び受取配当金 (1,309) (994)

支払利息 1,121 1,060

持分法による投資損益（益） 722 0

売却目的で保有していた資産の処分益 (2,431) (5,233)

有形固定資産処分損益（益） 420 644

営業債権及びその他の債権の増減額（増加） 8,331 3,239

棚卸資産の増減額（増加） (12,449) (32,357)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少） (22,775) (7,643)

退職給付に係る負債の増減額（減少） 665 (10,629)

その他 6,067 9,946

小計 22,103 (11,152)

利息の受取額 323 191

配当金の受取額 1,066 874

利息の支払額 (1,062) (1,031)

法人所得税等の支払額 (3,125) (5,416)

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,305 (16,534)

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加） 755 843

有形固定資産の取得による支出 (7,747) (8,021)

有形固定資産の処分による収入 3,458 312

無形資産の取得による支出 (2,616) (2,493)

短期貸付金の増減額（増加） 787 40

投資の取得による支出 (20,001) (3,534)

投資の売却及び償還による収入 20,000 13,986

その他 (110) 2,841

投資活動によるキャッシュ・フロー (5,474) 3,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 (11,609) (13,083)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）
10,497 40,949

長期借入金の調達による収入 9,884 －

長期借入金の返済による支出 (20,912) (2,355)

リース負債の支払額 (4,904) (4,979)

自己株式の取得による支出 (6) (6,756)

その他 1,406 392

財務活動によるキャッシュ・フロー (15,644) 14,168

現金及び現金同等物の増減額（減少） (1,813) 1,608

現金及び現金同等物の期首残高 111,061 100,404

現金及び現金同等物に係る換算差額 300 3,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 109,548 105,918
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

報告セグメント区分の変更について

  当社グループは、前連結会計年度まで、「ウォーターテクノロジー事業」、「ハウジングテクノロジー事業」、

「ビルディングテクノロジー事業」及び「住宅・サービス事業等」の４区分に分類して報告セグメントとしておりま

したが、当第１四半期連結累計期間より、「ウォーターテクノロジー事業」及び「ハウジングテクノロジー事業」の

２区分に変更することといたしました。

  この変更は、当社グループが外部環境からの影響を受けにくく、かつ、利益ある持続的成長のできる経営へ変革す

るため「組織の簡素化と基幹事業への集中」に向けての施策を推進してきたことに伴い、基幹事業となる「ウォータ

ーテクノロジー事業」及び「ハウジングテクノロジー事業」の２セグメントに事業の管理体系を変更したことによる

ものであります。

  変更点として、従来のセグメント区分における「ハウジングテクノロジー事業」、「ビルディングテクノロジー事

業」及び「住宅・サービス事業等」を、変更後の区分において「ハウジングテクノロジー事業」としております。

  なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開

示しております。
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（単位：百万円）

報告セグメント

合計
調整額
（注）２

連結ウォーター
テクノロジー

事業

ハウジング
テクノロジー

事業

売上収益

外部顧客への売上収益 207,784 137,977 345,761 － 345,761

セグメント間の

内部売上収益又は振替高
2,786 1,381 4,167 (4,167) －

計 210,570 139,358 349,928 (4,167) 345,761

セグメント利益（注）１ 23,667 9,937 33,604 (10,528) 23,076

その他の収益 3,143

その他の費用 (2,286)

営業利益 23,933

金融収益 2,044

金融費用 (2,329)

持分法による投資損失 (722)

継続事業からの税引前四半期利益 22,926

（単位：百万円）

報告セグメント

合計
調整額
（注）２

連結ウォーター
テクノロジー

事業

ハウジング
テクノロジー

事業

売上収益

外部顧客への売上収益 218,837 141,454 360,291 － 360,291

セグメント間の

内部売上収益又は振替高
2,142 1,541 3,683 (3,683) －

計 220,979 142,995 363,974 (3,683) 360,291

セグメント利益（注）１ 13,225 3,130 16,355 (9,378) 6,977

その他の収益 6,820

その他の費用 (1,730)

営業利益 12,067

金融収益 1,276

金融費用 (1,312)

持分法による投資損失 (0)

継続事業からの税引前四半期利益 12,031

報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失に関する情報

前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

（注）１．セグメント利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除した金額である事業利益を使用し

ております。

２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主とし

て当社の人事、総務、経理等の管理部門に係る費用であります。
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