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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年９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 ％

30年３月期第２四半期 15,264 6.7 11,196 8.2 11,592 6.6 8,036 14.0

29年３月期第２四半期 14,311 14.0 10,352 4.4 10,873 5.5 7,049 3.1
　

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

30年３月期第２四半期 116.88 116.83

29年３月期第２四半期 102.52 102.49
　　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 271,882 94,041 34.5

29年３月期 263,352 90,149 34.2

(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 93,917百万円 29年３月期 90,058百万円
　　　

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

29年３月期 － 0.00 － 62.00 62.00

30年３月期 － 0.00

30年３月期(予想) － 74.00 74.00

(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30年３月期の業績予想（平成29年４月１日～平成30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 38,230 6.4 28,790 2.3 29,570 2.0 20,350 4.2 295.95
(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 ： 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

　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) 30年３月期２Ｑ 68,860,980株 29年３月期 68,860,980株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 100,006株 29年３月期 99,957株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 68,760,979株 29年３月期２Ｑ 68,761,046株
　

（注）株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）が保有する当社株式（30年３月期２Ｑ：99,650株、29年３月期：99,650株）を
自己株式に含めて記載しております。

　

※ 四半期決算短信は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
　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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、海外経済の先行きに不透明感があるものの、企業収益や雇用・

所得環境の改善が続き、個人消費も緩やかながら持ち直すなど、回復基調が続きました。

住宅市場につきましては、日本銀行のマイナス金利政策や政府の住宅取得支援策の継続などにより、新設住宅着

工戸数は底堅く推移いたしました。一方、住宅ローン市場におきましては、住宅ローン金利低下により高まってい

た借換需要に落ち着きが見られ、金融機関は新築、中古を資金使途とする住宅ローン案件について積極的な推進を

継続しました。

このような事業環境のもと、当社は「事業規模の拡大」ならびに「企業価値の向上」の課題を中心に各種施策に

取り組んでまいりました。

事業規模の拡大におきましては、既存提携金融機関の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。既存提携金融機関の当社保証の利用率向上につきましては、当社保証商品につい

ての説明会や営業店への訪問活動を継続し取引深耕に努めました。また、付加価値向上への取り組みとして金融機

関との申込データ連携システムの開発・導入やインターネットを活用した申込スキームの構築に向けた取り組みを

行いました。一方、未提携金融機関との新規契約締結につきましては、継続的な営業活動を展開した結果、当第２

四半期累計期間においてＪＡ９組合と契約締結に至りました。

企業価値の向上におきましては、審査業務等においてシステムを利用した業務効率化に向けた取り組みを進めた

ほか、働き方改革の推進や人材育成に重きを置いた新人事制度の構築に向けた取り組みを継続するなど、活力ある

企業風土の醸成に努めました。

こうした取り組みの結果、営業収益は15,264百万円（前年同期比6.7％増）、営業利益は11,196百万円（前年同期

比8.2％増）、経常利益は11,592百万円（前年同期比6.6％増）、四半期純利益は8,036百万円（前年同期比14.0％

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２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて3.2％増加し、271,882百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べて3.4％増加し、203,578百万円となりました。これは金銭の信託が減少したも

のの、現金及び預金、有価証券が増加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2.7％増加し、68,304百万円となりました。これは長期預金、投資有価証券が

増加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2.7％増加し、177,840百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べて3.3％減少し、26,711百万円となりました。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3.8％増加し、151,128百万円となりました。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4.3％増加し、94,041百万円となりました。これは利益剰余金が増加したこ

となどによります。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四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12,801百

万円増加し、投資活動により190百万円、財務活動により4,268百万円それぞれ減少した結果、前事業年度末より

8,341百万円増加し、84,744百万円となりました。

（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12,801百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益11,645百万円、

長期前受収益の増加額5,519百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額4,443百万円等でありま

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、減少した資金は190百万円となりました。主な減少要因は定期預金の預入による支出75,443百万

円、投資有価証券の取得による支出8,224百万円、有価証券の取得による支出7,000百万円等であります。一方、主

な増加要因は定期預金の払戻による収入70,643百万円、金銭の信託の解約及び配当による収入10,021百万円等であ

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4,268百万円となりました。主な減少要因は配当金の支払額4,268百万円等であ

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30年３月期の業績予想につきましては、平成29年５月８日に公表いたしました内容から変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 172,852 185,994

求償債権 11,481 11,523

有価証券 4,822 8,220

金銭の信託 10,058 －

未収入金 378 290

前払費用 31 40

繰延税金資産 3,372 3,260

その他 232 246

貸倒引当金 △6,355 △5,999

流動資産合計 196,872 203,578

固定資産

有形固定資産

建物 204 204

減価償却累計額 △131 △136

建物（純額） 72 68

車両運搬具 56 56

減価償却累計額 △32 △36

車両運搬具（純額） 23 19

工具、器具及び備品 362 360

減価償却累計額 △267 △278

工具、器具及び備品（純額） 95 81

土地 4 4

有形固定資産合計 196 173

無形固定資産

ソフトウエア 302 355

ソフトウエア仮勘定 57 35

その他 3 3

無形固定資産合計 363 395

投資その他の資産

投資有価証券 54,053 55,033

関係会社株式 9 9

長期預金 10,000 11,000

長期前払費用 66 64

前払年金費用 14 16

繰延税金資産 1,159 1,088

その他 616 523

投資その他の資産合計 65,919 67,735

固定資産合計 66,479 68,304

資産合計 263,352 271,882
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

前受収益 14,552 15,100

預り金 28 40

未払金 916 868

未払法人税等 4,701 3,514

賞与引当金 233 245

債務保証損失引当金 7,079 6,923

株主優待引当金 84 －

その他 11 18

流動負債合計 27,609 26,711

固定負債

長期前受収益 145,543 151,063

株式給付引当金 48 65

固定負債合計 145,592 151,128

負債合計 173,202 177,840

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 78,985 82,753

自己株式 △267 △267

株主資本合計 90,021 93,789

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 36 128

評価・換算差額等合計 36 128

新株予約権 91 124

純資産合計 90,149 94,041

負債純資産合計 263,352 271,882

決算短信（宝印刷） 2017年11月06日 09時49分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



全国保証株式会社(7164) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

6

（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業収益

収入保証料 14,253 15,191

その他 57 72

営業収益合計 14,311 15,264

営業費用

債務保証損失引当金繰入額 1,353 1,537

貸倒引当金繰入額 △222 △371

給料手当及び賞与 653 673

賞与引当金繰入額 228 245

減価償却費 99 101

その他 1,847 1,881

営業費用合計 3,959 4,067

営業利益 10,352 11,196

営業外収益

受取利息 364 311

受取配当金 103 48

金銭の信託運用益 39 －

その他 24 35

営業外収益合計 530 396

営業外費用

金銭の信託運用損 － 0

支払手数料 8 0

その他 0 0

営業外費用合計 9 0

経常利益 10,873 11,592

特別利益

投資有価証券売却益 － 79

特別利益合計 － 79

特別損失

投資有価証券売却損 － 26

投資有価証券評価損 441 －

特別損失合計 441 26

税引前四半期純利益 10,431 11,645

法人税、住民税及び事業税 2,920 3,418

法人税等調整額 461 190

法人税等合計 3,381 3,608

四半期純利益 7,049 8,036
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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２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９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 10,431 11,645

減価償却費 99 101

貸倒引当金の増減額（△は減少） △143 △356

賞与引当金の増減額（△は減少） 19 12

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △442 △155

株主優待引当金の増減額（△は減少） △126 △84

前払年金費用の増減額（△は増加） △9 △1

株式給付引当金の増減額（△は減少） 15 16

受取利息及び受取配当金 △467 △360

金銭の信託の運用損益（△は益） △39 0

投資有価証券売却損益（△は益） － △53

投資有価証券評価損益（△は益） 441 －

求償債権の増減額（△は増加） △279 △42

前受収益の増減額（△は減少） 580 547

長期前受収益の増減額（△は減少） 5,611 5,519

その他の資産・負債の増減額 94 18

小計 15,786 16,807

利息及び配当金の受取額 522 437

法人税等の支払額 △4,282 △4,443

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,026 12,801

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 △72,350 △75,443

定期預金の払戻による収入 78,550 70,643

有価証券の取得による支出 △5,000 △7,000

有価証券の売却及び償還による収入 8,700 4,500

金銭の信託の解約及び配当による収入 185 10,021

有形固定資産の取得による支出 △37 △7

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 △59 △110

投資有価証券の取得による支出 △6,551 △8,224

投資有価証券の売却及び償還による収入 226 5,429

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,664 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △3,785 △4,268

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,785 △4,268

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,904 8,341

現金及び現金同等物の期首残高 40,339 76,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 52,244 84,744
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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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