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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第2四半期 2,724 8.7 1,180 9.6 1,203 10.3 743 9.3

30年3月期第2四半期 2,505 11.7 1,077 7.0 1,091 6.5 680 11.2

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　857百万円 （10.7％） 30年3月期第2四半期　　774百万円 （7.2％）

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

31年3月期第2四半期 17.65 16.98

30年3月期第2四半期 16.17 16.04

（注）当社は、平成30年３月16日付及び平成30年８月16日付でそれぞれ普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「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) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

31年3月期第2四半期 15,047 9,838 57.5 205.33

30年3月期 14,368 9,440 58.0 197.69

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 8,653百万円 30年3月期 8,331百万円

（注）当社は、平成30年８月16日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
たと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。

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

30年3月期 ― 0.00 ― 22.50 22.50

31年3月期 ― 0.00

31年3月期（予想） ― 11.25 11.25

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）当社は、平成30年８月16日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。平成31年３月期（予想）の１株当たり期末配当金に
ついては、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しております。なお、当初平成30年５月14日に公表いたしました１株当たりの期末配当金22.50円に実質
的な変更はございません。



3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 5,700 11.6 2,510 10.3 2,550 10.7 1,620 10.3 38.44

（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）当社は、平成30年８月16日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。平成31年３月期連結業績予想における１株当たり
当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮しております。なお、当初平成30年５月14日に公表いたしました１株当たり当期純利益76.88円に実質的な
変更はございません。



※ 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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は、添付資料６ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 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６ページ「会計方針の変更」をご覧ください。

(4) 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） 31年3月期2Q 42,144,400 株 30年3月期 42,144,400 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 1,306 株 30年3月期 1,236 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 42,143,114 株 30年3月期2Q 42,097,648 株

（注）当社は、平成30年３月16日付及び平成30年８月16日付でそれぞれ普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。前連結会
計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 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

　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、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２ページ「連結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。



イー・ギャランティ株式会社(8771) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 3

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………… 4

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 6

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 6

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 6

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ………………………………………… 6

（会計方針の変更） …………………………………………………………………………………… 6

（追加情報） …………………………………………………………………………………………… 6

決算短信（宝印刷） 2018年10月30日 13時01分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



イー・ギャランティ株式会社(8771) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

2

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２四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあっ

て、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不

確実性等が影響し、我が国の景気先行きについては依然として不透明な状況となっております。

当社グループを取り巻く環境を見ますと、当第２四半期連結累計期間における企業倒産件数は4,012件となって

おり、前年同期比1.9％減少（帝国データバンク調べ）となるなど、依然として倒産は抑制されている状況にあり

ます。

このような環境下、信用リスク保証サービスは引き続き堅調に推移いたしました。新規顧客の増加を図るべく

販売チャネルとの取り組みを強化するとともに、保証の活用による与信管理の事務削減を提案するなどのコンサ

ルティング営業を展開しました。

以上の結果、契約の増加により当第２四半期連結会計期間末における保証残高は3,652億円(前年同期末比14.8

％増加)となり、売上高は2,724,334千円(前年同期比8.7％増加)となりました。また、営業利益1,180,912千円(前

年同期比9.6％増加)、経常利益1,203,832千円(前年同期比10.3％増加)、親会社株主に帰属する四半期純利益

743,867千円(前年同期比9.3％増加)となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間における経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益の平成31年３月期

連結業績予想に対する進捗率はそれぞれ47.2％、45.9％となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて4.7％増加し、15,047,054千円となりまし

た。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.9％減少し、10,301,962千円となりました。これは、現金及び預金が

835,052千円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて34.0％増加し、4,745,091千円となりました。これは、投資有価証券が

1,198,934千円増加したことなどによります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.7％増加し、5,208,926千円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.8％増加し、5,093,643千円となりました。これは、預り金が442,716

千円増加したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末と同額となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.2％増加し、9,838,128千円となりました。これは、利益剰余金が

269,757千円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点におきましては、平成30年５月14日に公表いたしました売上高5,700百万円、営業利益2,510百万円、経

常利益2,550百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,620百万円から変更はございません。今後の経済情勢及

び業績の推移により、通期の見通しについて見直しが必要になった場合には速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,453,071 7,618,019

売掛金 36,544 43,090

有価証券 500,000 ―

前払費用 1,527,636 2,364,465

未収入金 82,823 68,263

その他 228,433 208,123

流動資産合計 10,828,510 10,301,962

固定資産

有形固定資産 1,032,287 1,032,376

無形固定資産 117,920 116,338

投資その他の資産

投資有価証券 2,005,814 3,204,749

繰延税金資産 93,001 93,001

その他 291,060 298,626

投資その他の資産合計 2,389,876 3,596,376

固定資産合計 3,540,084 4,745,091

資産合計 14,368,594 15,047,054

負債の部

流動負債

買掛金 3,503 17,190

未払法人税等 431,875 349,365

前受金 2,549,973 2,532,016

保証履行引当金 152,871 167,422

賞与引当金 32,000 38,910

預り金 1,355,117 1,797,834

その他 287,639 190,904

流動負債合計 4,812,979 5,093,643

固定負債

長期未払金 115,282 115,282

固定負債合計 115,282 115,282

負債合計 4,928,262 5,208,926

純資産の部

株主資本

資本金 1,528,064 1,528,064

資本剰余金 938,064 938,064

利益剰余金 5,936,783 6,206,540

自己株式 △71,732 △19,433

株主資本合計 8,331,180 8,653,237

新株予約権 85,577 103,012

非支配株主持分 1,023,574 1,081,878

純資産合計 9,440,332 9,838,128

負債純資産合計 14,368,594 15,047,054
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 2,505,314 2,724,334

売上原価 534,050 557,976

売上総利益 1,971,264 2,166,357

販売費及び一般管理費 893,374 985,445

営業利益 1,077,889 1,180,912

営業外収益

受取利息 12,746 12,976

持分法による投資利益 ― 9,115

その他 827 827

営業外収益合計 13,574 22,920

営業外費用

固定資産除却損 0 ―

営業外費用合計 0 ―

経常利益 1,091,464 1,203,832

税金等調整前四半期純利益 1,091,464 1,203,832

法人税等 317,458 346,745

四半期純利益 774,005 857,086

非支配株主に帰属する四半期純利益 93,273 113,218

親会社株主に帰属する四半期純利益 680,732 743,867
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益 774,005 857,086

四半期包括利益 774,005 857,086

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 680,732 743,867

非支配株主に係る四半期包括利益 93,273 113,218
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（３）四半期連結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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用）

　「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36

号 平成30年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）等を平成30年４月１日以後適用し、従業員等

に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

　ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従

っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与し

た取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固

定負債の区分に表示しております。
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