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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2四半期 732,650 5.2 6,156 △83.5 10,039 △73.0 9,995 △71.9 4,749 △81.7
2022年３月期第2四半期 696,213 5.4 37,271 142.5 37,161 210.3 35,593 233.3 25,971 311.7

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2四半期 3,919 △84.8 3,710 △85.6 46,329 87.7 12.85 12.85
2022年３月期第2四半期 25,780 76.1 25,707 136.5 24,685 20.7 88.46 84.02

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2四半期 1,888,799 639,167 636,405 33.7
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 － 45.00

2023年３月期（予想） － 45.00 90.00

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９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



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 1,560,000 9.2 42,000 △35.3 39,000 △43.9 36,500 △45.7 26,000 △48.6

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 25,500 △47.7 25,000 △48.6 86.61

①  期末発行済株式数（自己株式を含む）  2023年３月期２Ｑ 287,109,659株  2022年３月期 313,319,159株

②  期末自己株式数  2023年３月期２Ｑ 48,362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２Ｑ 288,639,897株  2022年３月期２Ｑ 290,609,099株

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：有

（注）連結業績予想の修正理由は、2022年10月31日公表の「2023年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」に

記載のとおりであります。

（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２四半期累計期

間の期中平均株式数を使用しております。

※  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。

（問合せ先の電話番号の変更について）

問合せ先の電話番号は、2022年11月14日より、現在使用している「03-6706-7001」から「050-1790-5041」に変更する予

定であります。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 100,404 114,781

営業債権及びその他の債権 280,409 286,329

棚卸資産 237,927 294,066

契約資産 19,408 22,346

未収法人所得税等 923 3,285

その他の金融資産 23,095 22,020

その他の流動資産 25,180 23,067

小計 687,346 765,894

売却目的で保有する資産 27,261 26,954

流動資産合計 714,607 792,848

非流動資産

有形固定資産 373,301 372,157

使用権資産 54,023 63,973

のれん及びその他の無形資産 471,303 498,439

投資不動産 4,045 4,045

持分法で会計処理されている投資 10,699 10,811

その他の金融資産 62,361 51,377

繰延税金資産 83,315 85,249

その他の非流動資産 9,228 9,900

非流動資産合計 1,068,275 1,095,951

資産合計 1,782,882 1,888,799

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２四半期連結会計期間
（2022年９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 333,680 321,446

社債及び借入金 132,029 245,572

リース負債 17,681 18,510

契約負債 9,377 11,246

未払法人所得税等 10,926 9,843

その他の金融負債 5,638 8,157

引当金 656 648

その他の流動負債 93,014 88,486

流動負債合計 603,001 703,908

非流動負債

社債及び借入金 337,510 318,719

リース負債 37,483 45,736

その他の金融負債 26,968 27,629

退職給付に係る負債 78,441 67,206

引当金 8,028 8,371

繰延税金負債 61,875 67,474

その他の非流動負債 14,608 10,589

非流動負債合計 564,913 545,724

負債合計 1,167,914 1,249,632

資本

資本金 68,418 68,418

資本剰余金 278,635 221,808

自己株式 (47,542) (105)

その他の資本の構成要素 44,954 73,970

利益剰余金 267,920 272,314

親会社の所有者に帰属する持分 612,385 636,405

非支配持分 2,583 2,762

資本合計 614,968 639,167

負債及び資本合計 1,782,882 1,888,799
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（単位：百万円）

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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

継続事業

売上収益 696,213 732,650

売上原価 (452,009) (503,393)

売上総利益 244,204 229,257

販売費及び一般管理費 (206,933) (223,101)

その他の収益 4,812 7,939

その他の費用 (4,922) (4,056)

営業利益 37,161 10,039

金融収益 2,634 2,458

金融費用 (3,702) (2,633)

持分法による投資利益（損失） (500) 131

継続事業からの税引前四半期利益 35,593 9,995

法人所得税費用 (9,622) (5,246)

継続事業からの四半期利益 25,971 4,749

非継続事業

非継続事業からの四半期損失 (191) (830)

四半期利益 25,780 3,919

四半期利益（損失）の帰属

親会社の所有者

継続事業 25,898 4,540

非継続事業 (191) (830)

合計 25,707 3,710

非支配持分

継続事業 73 209

非継続事業 － －

合計 73 209

四半期利益 25,780 3,919

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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９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 89.12 15.73

非継続事業 (0.66) (2.88)

合計 88.46 12.85

     

希薄化後１株当たり四半期利益（損失）

継続事業 84.64 15.73

非継続事業 (0.62) (2.88)

合計 84.02 12.85

（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

四半期利益 25,780 3,919

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

1,241 (742)

確定給付制度の再測定 － 9,908

純損益に振り替えられることのない項目合計 1,241 9,166

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 (1,163) 36,420

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

(1,190) (3,169)

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

17 (7)

純損益にその後振り替えられる可能性のある
項目合計

(2,336) 33,244

税引後その他の包括利益 (1,095) 42,410

四半期包括利益 24,685 46,329

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 24,751 46,061

非支配持分 (66) 268

四半期包括利益 24,685 46,329

（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）
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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 － － － 1,241 － (1,023) (1,191)

四半期包括利益 － － － 1,241 － (1,023) (1,191)

自己株式の取得 － － (14) － － － －

自己株式の処分 － 0 0 － － － －

株式に基づく報酬取引 － 536 1,010 － － － －

配当金 － － － － － － －

支配が継続している子会社に

対する持分変動
－ (183) － － － － －

その他の資本の構成要素から

利益剰余金への振替
－ － － 9 － － －

所有者との取引額等合計 － 353 996 9 － － －

2021年９月30日　残高 68,418 278,593 (47,614) 17,808 － (651) (120)

（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 － － 25,707 25,707 73 25,780

その他の包括利益 17 (956) － (956) (139) (1,095)

四半期包括利益 17 (956) 25,707 24,751 (66) 24,685

自己株式の取得 － － － (14) － (14)

自己株式の処分 － － － 0 － 0

株式に基づく報酬取引 (782) (782) 555 1,319 － 1,319

配当金 － － (11,609) (11,609) － (11,609)

支配が継続している子会社に

対する持分変動
－ － － (183) (36) (219)

その他の資本の構成要素から

利益剰余金への振替
－ 9 (9) － － －

所有者との取引額等合計 (782) (773) (11,063) (10,487) (36) (10,523)

2021年９月30日　残高 1,649 18,686 248,452 566,535 2,394 568,929

（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　2021年４月１日　至　2021年９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 － － － (742) 9,908 36,361 (3,169)

四半期包括利益 － － － (742) 9,908 36,361 (3,169)

自己株式の取得 － (22) (10,010) － － － －

自己株式の処分 － 0 1 － － － －

自己株式の消却 － (56,902) 56,902 － － － －

株式に基づく報酬取引 － 147 544 － － － －

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
－ － － (3,316) (9,908) － －

所有者との取引額等合計 － (56,827) 47,437 (3,316) (9,908) － －

2022年９月30日　残高 68,418 221,808 (105) 9,269 － 64,974 (302)

（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 － － 3,710 3,710 209 3,919

その他の包括利益 (7) 42,351 － 42,351 59 42,410

四半期包括利益 (7) 42,351 3,710 46,061 268 46,329

自己株式の取得 － － － (10,032) － (10,032)

自己株式の処分 － － － 1 － 1

自己株式の消却 － － － － － －

株式に基づく報酬取引 (111) (111) － 580 － 580

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
－ (13,224) 13,224 － － －

所有者との取引額等合計 (111) (13,335) 141 (22,584) (89) (22,673)

2022年９月30日　残高 29 73,970 272,314 636,405 2,762 639,167

当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022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　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９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 35,593 9,995

非継続事業からの税引前四半期損失 (275) (1,193)

税引前四半期利益 35,318 8,802

減価償却費及び償却費 40,121 40,256

減損損失 1,352 700

受取利息及び受取配当金 (1,723) (1,425)

支払利息 2,281 2,373

持分法による投資損益（益） 500 (131)

売却目的で保有していた資産の処分益 (2,431) (5,280)

有形固定資産処分損益（益） 732 824

営業債権及びその他の債権の増減額（増加） 15,230 (14)

棚卸資産の増減額（増加） (20,807) (43,080)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少） (26,127) (17,557)

退職給付に係る負債の増減額（減少） 665 (14,089)

その他 (2,903) 3,878

小計 42,208 (24,743)

利息の受取額 668 505

配当金の受取額 1,116 1,034

利息の支払額 (2,020) (2,087)

法人所得税等の支払額 (360) (11,108)

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,612 (36,399)

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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９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） 156 1,494

有形固定資産の取得による支出 (15,649) (16,748)

有形固定資産の処分による収入 3,753 789

無形資産の取得による支出 (5,198) (5,837)

短期貸付金の増減額（増加） 789 (790)

投資の取得による支出 (37,118) (21,535)

投資の売却及び償還による収入 37,360 32,124

その他 (122) 2,878

投資活動によるキャッシュ・フロー (16,029) (7,625)

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）
3,605 35,183

長期借入金の調達による収入 9,823 －

長期借入金の返済による支出 (21,300) (2,681)

社債の発行による収入 － 54,747

社債の償還による支出 (10,000) －

リース負債の支払額 (9,706) (10,250)

自己株式の取得による支出 (14) (10,041)

その他 1,186 464

財務活動によるキャッシュ・フロー (38,015) 54,339

現金及び現金同等物の増減額（減少） (12,432) 10,315

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 276 4,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 98,905 114,781
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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、当連結会計年度の第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２四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 414,868 281,345 696,213 － 696,213

セグメント間の

内部売上収益又は振替高
5,612 2,971 8,583 (8,583) －

計 420,480 284,316 704,796 (8,583) 696,213

セグメント利益（注）１ 40,804 18,604 59,408 (22,137) 37,271

その他の収益 4,812

その他の費用 (4,922)

営業利益 37,161

金融収益 2,634

金融費用 (3,702)

持分法による投資損失 (500)

継続事業からの税引前四半期利益 35,593

（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 442,358 290,292 732,650 － 732,650

セグメント間の

内部売上収益又は振替高
3,717 2,943 6,660 (6,660) －

計 446,075 293,235 739,310 (6,660) 732,650

セグメント利益（注）１ 20,673 5,987 26,660 (20,504) 6,156

その他の収益 7,939

その他の費用 (4,056)

営業利益 10,039

金融収益 2,458

金融費用 (2,633)

持分法による投資利益 131

継続事業からの税引前四半期利益 9,995

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２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９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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