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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の業績（平成28年４月１日～平成28年６月30日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第１四半期 6,847 14.2 4,603 17.7 4,947 19.2 3,002 9.7

28年３月期第１四半期 5,997 7.8 3,909 17.2 4,151 25.9 2,735 29.2
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

29年３月期第１四半期 43.66 43.65

28年３月期第１四半期 39.79 39.78

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第１四半期 234,890 73,510 31.3

28年３月期 235,520 74,112 31.4
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 73,454百万円 28年３月期 74,056百万円

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

28年３月期 － 0.00 － 55.00 55.00

29年３月期 －

29年３月期(予想) 0.00 － 55.00 55.00

(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．平成29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 13,330 6.1 8,820 △11.1 9,310 △9.6 6,380 △6.7 92.79

通期 33,780 5.8 24,240 △3.5 25,140 △4.4 17,290 0.5 251.45

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

　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

　④ 修正再表示 ： 無
　

（注）詳細は、[添付資料]３ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。
　

（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) 29年３月期１Ｑ 68,860,980株 28年３月期 68,860,980株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 99,957株 28年３月期 99,890株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 68,761,069株 28年３月期１Ｑ 68,760,040株
　

（注）株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）が保有する当社株式（29年３月期１Ｑ：99,650株、28年３月期：99,650株）を
自己株式に含めて記載しております。

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想
の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]３ページ「業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続いているものの、アジア新興国にお

ける経済成長の鈍化など海外経済の減速に対する懸念から、為替相場ならびに株式市場の動きは不安定さを増すな

ど、先行き不透明な状況で推移いたしました。

住宅市場につきましては、マイナス金利政策による住宅ローン金利の低下を受け新設住宅着工戸数が前年同期を

上回り、持ち直しの傾向となりました。住宅ローン市場におきましては、引き続き金融機関相互による激しい案件

獲得競争が展開されております。

このような事業環境のもと、当社は「保証事業の拡大」ならびに「統合リスク管理制度の活用」の課題を中心に

各種施策に取り組んでまいりました。

保証事業の拡大におきましては、既存提携金融機関による当社保証の利用率向上および未提携金融機関との新規

契約締結に取り組んでまいりました。既存提携金融機関による当社保証の利用率向上につきましては、当社保証商

品・事務手続きへの理解をよりいっそう深め、住宅ローン推進にお役立ていただくため、金融機関のご要望にあわ

せた説明会や勉強会の企画・開催を継続いたしました。一方、未提携金融機関との新規契約締結につきましては、

銀行業態を中心に外部保証の利用ニーズがある金融機関に対して積極的な営業活動を展開した結果、当第１四半期

累計期間において銀行２行、ＪＡ５組合の合計７機関と契約締結に至りました。

統合リスク管理制度の活用におきましては、主要なリスクである信用リスク・市場リスク・オペレーショナルリ

スクの計量化を行い、リスク量の推移や変化にあわせた適切な経営管理のため、継続的なモニタリングを実施いた

しました。

こうした取り組みの結果、営業収益は6,847百万円（前年同期比14.2％増）、営業利益は4,603百万円（前年同期

比17.7％増）、経常利益は4,947百万円（前年同期比19.2％増）、四半期純利益は3,002百万円（前年同期比9.7％

増）となりました。

なお、当社は信用保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

①財政の状況

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて0.3％減少し、234,890百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べて0.0％減少し、176,328百万円となりました。これは有価証券が減少したこと

などによります。

固定資産は、前事業年度末に比べて1.0％減少し、58,562百万円となりました。これは投資有価証券が減少したこ

となどによります。

負債合計は、前事業年度末に比べて0.0％減少し、161,380百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べて9.5％減少し、24,487百万円となりました。これは未払法人税等が減少したこ

となどによります。

固定負債は、前事業年度末に比べて1.9％増加し、136,892百万円となりました。これは長期前受収益が増加した

ことなどによります。

純資産合計は、前事業年度末に比べて0.8％減少し、73,510百万円となりました。これは利益剰余金が減少したこ

となどによります。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業活動により2,899百

万円、投資活動により2,734百万円それぞれ増加し、財務活動により3,756百万円減少した結果、前事業年度末より

1,877百万円増加し、42,217百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は2,899百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益4,539百万円、

長期前受収益の増加額2,540百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額4,263百万円等でありま

す。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、増加した資金は2,734百万円となりました。主な増加要因は定期預金の払戻による収入30,100百

万円、有価証券の売却及び償還による収入5,100百万円等であります。一方、主な減少要因は定期預金の預入による

支出29,800百万円、有価証券の取得による支出3,000百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は3,756百万円となりました。主な減少要因は配当金の支払額3,756百万円であり

ます。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の業績予想につきましては、平成28年５月９日に公表いたしました内容から変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 149,289 150,867

求償債権 11,989 13,414

有価証券 7,077 5,075

金銭の信託 10,291 10,194

未収入金 352 277

前払費用 45 43

繰延税金資産 3,870 3,649

その他 262 395

貸倒引当金 △6,802 △7,589

流動資産合計 176,377 176,328

固定資産

有形固定資産

建物 194 194

減価償却累計額 △121 △124

建物（純額） 72 70

車両運搬具 55 56

減価償却累計額 △26 △24

車両運搬具（純額） 28 32

工具、器具及び備品 350 368

減価償却累計額 △249 △255

工具、器具及び備品（純額） 100 112

土地 4 4

有形固定資産合計 206 219

無形固定資産

ソフトウエア 405 380

ソフトウエア仮勘定 － 6

その他 3 3

無形固定資産合計 409 390

投資その他の資産

投資有価証券 50,374 49,919

関係会社株式 9 9

長期預金 6,000 6,000

長期前払費用 72 68

前払年金費用 5 12

繰延税金資産 1,451 1,327

その他 614 614

投資その他の資産合計 58,527 57,952

固定資産合計 59,143 58,562

資産合計 235,520 234,890
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

前受収益 13,476 13,784

預り金 33 31

未払金 853 1,186

未払法人税等 4,357 1,296

賞与引当金 209 116

債務保証損失引当金 8,006 8,052

株主優待引当金 126 1

その他 8 17

流動負債合計 27,071 24,487

固定負債

長期前受収益 134,302 136,843

株式給付引当金 33 49

固定負債合計 134,336 136,892

負債合計 161,407 161,380

純資産の部

株主資本

資本金 10,684 10,684

資本剰余金 618 618

利益剰余金 63,242 62,457

自己株式 △267 △267

株主資本合計 74,278 73,493

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △221 △38

評価・換算差額等合計 △221 △38

新株予約権 56 56

純資産合計 74,112 73,510

負債純資産合計 235,520 234,890
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

営業収益

収入保証料 5,979 6,823

その他 18 24

営業収益合計 5,997 6,847

営業費用

債務保証損失引当金繰入額 929 940

貸倒引当金繰入額 △112 △106

給料手当及び賞与 335 335

賞与引当金繰入額 96 116

減価償却費 44 49

その他 794 909

営業費用合計 2,087 2,244

営業利益 3,909 4,603

営業外収益

受取利息 195 183

受取配当金 30 60

金銭の信託運用益 － 96

その他 29 8

営業外収益合計 255 349

営業外費用

金銭の信託運用損 6 －

支払手数料 3 4

その他 2 0

営業外費用合計 13 4

経常利益 4,151 4,947

特別損失

投資有価証券評価損 － 408

特別損失合計 － 408

税引前四半期純利益 4,151 4,539

法人税、住民税及び事業税 1,152 1,273

法人税等調整額 262 263

法人税等合計 1,415 1,536

四半期純利益 2,735 3,002
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 4,151 4,539

減価償却費 44 49

貸倒引当金の増減額（△は減少） 990 787

賞与引当金の増減額（△は減少） △82 △92

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △174 46

株主優待引当金の増減額（△は減少） △68 △124

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16 －

前払年金費用の増減額（△は増加） － △7

株式給付引当金の増減額（△は減少） 18 15

受取利息及び受取配当金 △225 △244

金銭の信託の運用損益（△は益） 6 △96

投資有価証券評価損益（△は益） － 408

求償債権の増減額（△は増加） △1,453 △1,424

前受収益の増減額（△は減少） 241 307

未払金の増減額（△は減少） △1,201 308

長期前受収益の増減額（△は減少） 1,721 2,540

その他の資産・負債の増減額 186 △5

小計 4,139 7,006

利息及び配当金の受取額 105 155

法人税等の支払額 △4,175 △4,263

営業活動によるキャッシュ・フロー 69 2,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △22,100 △29,800

定期預金の払戻による収入 21,105 30,100

有価証券の取得による支出 △2,000 △3,000

有価証券の売却及び償還による収入 2,000 5,100

金銭の信託の解約及び配当による収入 93 185

有形固定資産の取得による支出 △30 △16

有形固定資産の売却による収入 － 1

無形固定資産の取得による支出 △48 △35

投資有価証券の取得による支出 △2,924 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 15 200

投資不動産の売却による収入 20 －

投資不動産の賃貸による支出 △0 －

投資不動産の賃貸による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,868 2,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による
収入

0 －

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △3,260 △3,756

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,260 △3,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,060 1,877

現金及び現金同等物の期首残高 15,238 40,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,178 42,217
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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