
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

   

   

 
   

     

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成25年８月９日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 5,382 － 2,496 － 2,916 － 1,866 －
25年３月期第１四半期 － － － － － － － －

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

26年３月期第１四半期 54.22 －
25年３月期第１四半期 － －

(注) 当社は、平成25年３月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成25年３月期第１四
半期の数値及び平成26年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 175,971 39,679 22.5
25年３月期 176,414 39,339 22.3

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 39,679百万円 25年３月期 39,339百万円

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

25年３月期 － 0.00 － 43.00 43.00

26年３月期 －

26年３月期(予想) 0.00 － 44.00 44.00

(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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 10,880 5.0 3,210 △32.6 3,620 △30.9 2,170 △34.2 63.03
通期 26,630 6.4 10,800 0.6 11,670 2.7 7,010 3.0 203.61

(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) 26年３月期１Ｑ 34,429,100株 25年３月期 34,429,100株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ －株 25年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 34,429,100株 25年３月期１Ｑ －株

※ 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、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せん。

※ 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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当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府主導による経済対策や日本銀行による金融緩和

策の効果もあり、円安進行や株価が上昇するなど景気は緩やかに回復しました。これに伴い、企業収益

の改善、個人消費の持ち直しの動きも見られ、今後の本格的な景気回復に期待が高まることとなりまし

た。 

住宅市場につきましては、企業業績の回復に伴う個人所得増加への期待感、将来的に金利上昇や消費

税率上昇が見込まれることから住宅購入への意欲が刺激され、新設住宅着工戸数は前年を上回る状況で

推移しました。住宅ローン市場におきましては、堅調な住宅市場の状況を受けて住宅ローン案件の囲い

こみを図る金融機関が多く、その獲得競争は熾烈を極めるものとなりました。 

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「リスク管理体制の強化」の課題

を中心に各種施策に取り組んでまいりました。 

保証事業の拡大につきましては、提携金融機関数の増加ならびに既存提携金融機関における利用率向

上を図ってまいりました。提携金融機関の増加に対する取り組みにつきましては、上場による信用力向

上等のメリットを最大限に活用して地方銀行を中心に営業活動を展開した結果、当第１四半期累計期間

において地方銀行１行、信用金庫１金庫、ＪＡ２組合の合計４機関と契約締結に至りました。一方、既

存提携金融機関における利用率向上に対する取り組みにつきましては、当社保証商品・サービスの特徴

についてより理解を深めていただくため、説明会の開催や営業店への訪問活動等を積極的に行うことに

より需要喚起を図りました。 

リスク管理体制の強化におきましては、信用リスク・市場リスク・オペレーショナルリスク等、多様

なリスクを適切に管理しつつ収益管理が可能な体制整備に取り組んでまいりました。債権管理面では、

平成25年３月に中小企業等金融円滑化法が適用期限を迎えた後も提携金融機関と協調して保証委託者の

早期実態把握に努め、将来的に再生が見込める先に対して従来通りコンサルティング機能を発揮し、返

済正常化に努めてまいりました。 

こうした取り組みの結果、営業収益は5,382百万円、営業利益は2,496百万円、経常利益は2,916百万

円、四半期純利益は1,866百万円となりました。 

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。

  

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、175,971百万円となりまし

た。 

流動資産は、前事業年度末に比べて4.6％減少し、119,521百万円となりました。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10.4％増加し、56,449百万円となりました。これは長期預金が増

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0.6％減少し、136,291百万円となりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べて9.4％減少し、22,604百万円となりました。これは債務保証損失

引当金が増加したものの、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1.4％増加し、113,687百万円となりました。これは長期前受収益

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

（２）財政状態に関する説明
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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0.9％増加し、39,679百万円となりました。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1,197百万円、投資活動により1,404百万円それぞれ増加し、財務活動により1,419百万円減少した

結果、前事業年度末より1,182百万円増加し、14,718百万円となりました。 

  

（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1,197百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益

2,938百万円、長期前受収益の増加額1,518百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払

額4,035百万円等であります。 

  

（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1,404百万円となりました。主な増加要因は定期預金の払戻による

収入24,500百万円等であります。一方、主な減少要因は定期預金の預入による支出21,680百万円等であ

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1,419百万円となりました。減少要因は配当金の支払額1,419百万円

であります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月７日に公表いたしました内容から変更はご

ざいません。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 103,385 100,748

求償債権 19,478 20,538

有価証券 7,094 3,997

未収入金 429 344

前払費用 33 37

繰延税金資産 5,729 5,925

その他 349 500

貸倒引当金 △11,236 △12,570

流動資産合計 125,264 119,521

固定資産   

有形固定資産   

建物 161 161

減価償却累計額 △110 △112

建物（純額） 50 48

車両運搬具 43 42

減価償却累計額 △30 △29

車両運搬具（純額） 12 13

工具、器具及び備品 356 356

減価償却累計額 △299 △305

工具、器具及び備品（純額） 57 50

土地 4 4

有形固定資産合計 124 117

無形固定資産   

ソフトウエア 425 366

ソフトウエア仮勘定 116 165

その他 3 3

無形固定資産合計 545 535

投資その他の資産   

投資有価証券 42,873 45,158

関係会社株式 9 9

投資不動産 29 29

長期預金 4,500 7,500

長期前払費用 27 24

繰延税金資産 2,470 2,482

その他 579 601

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 50,479 55,797

固定資産合計 51,149 56,449

資産合計 176,414 175,971
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

前受収益 10,952 11,201

預り金 39 31

未払金 532 696

未払法人税等 4,097 1,267

賞与引当金 155 81

債務保証損失引当金 8,758 9,188

デリバティブ債務 418 134

その他 2 3

流動負債合計 24,955 22,604

固定負債   

長期前受収益 109,193 110,712

長期未払金 2,772 2,834

退職給付引当金 151 139

その他 0 0

固定負債合計 112,118 113,687

負債合計 137,074 136,291

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,681 10,681

資本剰余金 615 615

利益剰余金 28,395 28,781

株主資本合計 39,692 40,079

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △352 △399

評価・換算差額等合計 △352 △399

純資産合計 39,339 39,679

負債純資産合計 176,414 175,971
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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）

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益  

収入保証料 5,344

その他 38

営業収益合計 5,382

営業費用  

債務保証損失引当金繰入額 430

貸倒引当金繰入額 1,334

給料手当及び賞与 277

賞与引当金繰入額 81

減価償却費 69

その他 693

営業費用合計 2,886

営業利益 2,496

営業外収益  

受取利息 195

受取配当金 10

不動産賃貸料 0

デリバティブ評価益 283

その他 28

営業外収益合計 518

営業外費用  

投資事業組合運用損 95

不動産賃貸費用 0

その他 2

営業外費用合計 98

経常利益 2,916

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 21

特別利益合計 21

特別損失  

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 0

特別損失合計 0

税引前四半期純利益 2,938

法人税、住民税及び事業税 1,257

法人税等調整額 △185

法人税等合計 1,071

四半期純利益 1,866

全国保証(株)(7164)　平成26年３月期　第１四半期決算短信

6



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 2,938

減価償却費 69

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,334

賞与引当金の増減額（△は減少） △73

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 430

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11

受取利息及び受取配当金 △206

投資事業組合運用損益（△は益） 95

不動産賃貸料 △0

不動産賃貸費用 0

デリバティブ評価損益（△は益） △283

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 0

投資有価証券売却損益（△は益） △21

投資有価証券評価損益（△は益） 0

求償債権の増減額（△は増加） △1,059

前受収益の増減額（△は減少） 248

長期前受収益の増減額（△は減少） 1,518

長期未払金の増減額（△は減少） 61

その他の資産・負債の増減額 92

小計 5,132

利息及び配当金の受取額 100

法人税等の支払額 △4,035

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,197

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 △21,680

定期預金の払戻による収入 24,500

有価証券の売却及び償還による収入 1,600

有形固定資産の取得による支出 △3

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △70

投資有価証券の取得による支出 △3,355

投資有価証券の売却及び償還による収入 377

投資事業組合からの分配による収入 36

投資不動産の賃貸による収入 0

投資不動産の賃貸による支出 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,404

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,419

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,182

現金及び現金同等物の期首残高 13,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,718
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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