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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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３四半期 1,597 6.2 111 26.7 154 20.1 94 24.6

28年３月期第３四半期 1,504 ― 87 ― 128 ― 76 ―
　

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３四半期 5.39 5.29

28年３月期第３四半期 4.76 4.54
(注) １．当社は、平成27年３月期第３四半期において四半期財務諸表を作成していないため、平成28年３月期第３四

半期の対前年同四半期増減率の記載を行っておりません。
２．当社は、平成27年11月19日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、平成28年３月期第３四半期累計

期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、新規上場日から平成28年３月期第３四半期累計期間
の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

３．当社は、平成27年６月19日付で普通株式１株につき普通株式100株の株式分割を行い、平成28年４月１日付
で普通株式１株につき普通株式３株の株式分割を行うとともに、平成28年12月１日付で普通株式１株につき
普通株式３株に株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたもの
と仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

　
（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３四半期 2,159 1,799 83.2

28年３月期 2,217 1,710 77.2

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 1,797 百万円 　28年３月期 1,710 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 ― 0.00 0.00

29年３月期 ― 5.00 ―

29年３月期(予想) 2.00 ―

(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

２. 当社は、平成28年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っているため、平成29年３月期第２

四半期末については当該株式分割前の実際の配当金の額（平成28年11月11日付の取締役会決議）を記載し、

平成29年３月期（予想）期末配当金は当該株式分割の影響を考慮しております。なお、分割実施を考慮しな

い場合の年間配当金は11円となります。

３. 平成29年３月期 第２四半期末配当の内訳 記念配当 ５円00銭
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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、対前期増減率)

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

通期 2,684 23.5 337 27.4 380 18.1 265 18.6 15.29

(注)１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

２. 当社は、平成28年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っているため、平成29年３月期の業

績予想における１株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮して算定しております。

　

※ 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

（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３Ｑ 17,761,500株 28年３月期 17,382,600株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ ―株 28年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 17,583,431株 28年３月期３Ｑ 15,992,306株

(注） 当社は平成27年６月19日付で普通株式１株につき普通株式100株の株式分割を行い、平成28年４月１日付で普通
株式１株につき普通株式３株の株式分割を行うとともに、平成28年12月１日付で普通株式１株につき普通株式
３株の株式分割をおこなっております。これに伴い、平成28年３月期の期首に全ての株式分割が行われたもの
と仮定し、発行済株式数（普通株式)を算定しております。

※ 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に対する四半期レビュー手続き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の見通し等の将来に対する記述は、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。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動等の不透明な状

況に留意する必要があるものの、雇用・所得環境の改善が続き、景気は穏やかな回復基調続きました。

賃貸住宅市場におきましては、平成28年12月の新設住宅着工戸数が前年同月比で6ヶ月連続の増加となる中、貸家着

工件数は前年同月比で14ヶ月連続の増加となりました。(国土交通省総合政策局建設経済統計調査室発表：平成28年12

月分建築着工統計調査報告)

このような事業環境のもと、当社は既存加盟店との取引拡大、新規加盟店の積極的な開拓に取り組み、学生用保証

商品の「学生向けあんしんサポートぺイ」の販売等、販売チャネルの拡大に取り組んでまいりました。また、債権管

理面では、既存業務のプロセスの見直しとシステム化に取り組んでまいりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、営業収益1,597,005千円（前年同期比6.2％増）、営業利益111,015千

円（前年同期比26.7％増）、経常利益154,587千円（前年同期比20.1％増）、四半期純利益94,746千円（前年同期比

24.6％増）となりました。

当社の事業セグメントは、家賃債務の保証事業の単一セグメントでありますので、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

　 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第３四半期会計期間末における資産につきましては、前事業年度末に比べ57,855千円減少の2,159,591千円（前事

業年度末比2.6％減）となりました。減少の主な要因は、求償債権が186,062千円増加したこと、収納代行立替金が

156,771千円増加したこと及び無形固定資産が93,928千円増加したこと並びに現金及び預金が286,291千円減少したこ

と及び営業未収入金が187,855千円減少したこと等によるものであります。

（負債）

　負債につきましては、前事業年度末に比べ146,716千円減少の359,916千円（前事業年度末比29.0％減）となりまし

た。減少の主な要因は、営業未払金が72,421千円減少したこと、未払法人税等が88,877千円減少したこと等によるも

のであります。

（純資産）

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ88,859千円増加の1,799,675千円（前事業年度末比5.2％増）となりま

した。増加の主な要因は、四半期純利益94,746千円を計上したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、平成28年５月13日に発表しました業績予想から修正を行っておりません。なお、業績予想

は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって、予想数値と異なる可能性

があります。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（２）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

（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の適用）

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、これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。

（３）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半

期会計期間から適用しております。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,140,166 853,874

営業未収入金 364,708 176,853

求償債権 718,421 904,483

収納代行立替金 57,981 214,753

前払費用 18,605 17,750

その他 80,225 85,515

貸倒引当金 △248,271 △279,702

流動資産合計 2,131,836 1,973,529

固定資産

有形固定資産 15,730 21,588

無形固定資産 25,757 119,686

投資その他の資産 44,123 44,787

固定資産合計 85,610 186,062

資産合計 2,217,447 2,159,591

負債の部

流動負債

営業未払金 140,689 68,267

未払金 41,791 49,058

未払費用 22,168 28,208

未払法人税等 88,877 ―

預り金 3,776 18,274

前受収益 110,751 101,245

賞与引当金 42,837 27,360

保証履行引当金 38,570 41,224

その他 3,492 13,384

流動負債合計 492,955 347,022

固定負債

その他 13,676 12,894

固定負債合計 13,676 12,894

負債合計 506,632 359,916

純資産の部

株主資本

資本金 664,374 674,920

資本剰余金 419,374 429,920

利益剰余金 627,067 692,211

株主資本合計 1,710,815 1,797,051

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 ― 11

評価・換算差額等合計 ― 11

新株予約権 ― 2,611

純資産合計 1,710,815 1,799,675

負債純資産合計 2,217,447 2,159,591
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

営業収益 1,504,369 1,597,005

営業費用 1,416,754 1,485,989

営業利益 87,615 111,015

営業外収益

受取利息 395 178

債権譲渡益 25,000 ―

受取遅延損害金 29,693 40,526

償却債権取立益 2,322 5,151

その他 72 120

営業外収益合計 57,483 45,976

営業外費用

上場関連費用 16,406 ―

株式交付費 ― 2,405

営業外費用合計 16,406 2,405

経常利益 128,692 154,587

税引前四半期純利益 128,692 154,587

法人税、住民税及び事業税 66,730 39,056

法人税等調整額 △14,102 20,784

法人税等合計 52,628 59,840

四半期純利益 76,064 94,746

決算短信（宝印刷） 2017年02月14日 09時56分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



あんしん保証株式会社(7183) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

6

（３）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。

（セグメント情報等）

　 前第３四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）

　 当社は家賃債務の保証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　 当第３四半期累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）

　 当社は家賃債務の保証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。
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