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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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3四半期 4,139 9.4 1,810 9.8 1,842 10.4 1,169 11.5

30年3月期第3四半期 3,785 11.5 1,648 6.8 1,668 6.4 1,049 11.1

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　1,298百万円 （10.0％） 30年3月期第3四半期　　1,179百万円 （5.0％）

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3四半期 27.76 26.69

30年3月期第3四半期 24.92 24.60

（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3四半期 15,584 10,463 59.7 218.94

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3四半期 9,304百万円 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） 13.00 13.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

（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、株式分割を考慮しない場合の平成31年３月期（予想）の期末配当金は26.00円となり
実質3.50円の増配となります。



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3Q 42,498,000 株 30年3月期 42,144,400 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 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3Q 42,149,537 株 30年3月期3Q 42,097,640 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。
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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、米中貿易摩擦の深刻化や中国経済の消費減速が鮮明になり、

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、2018年の企業倒産件数は8,063件となっており、前年同期比3.7％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。当社サービスの活用により、

企業が行っている与信管理や債権回収の業務量削減を提案するなどのコンサルティング営業を展開いたしまし

た。

以上の結果、契約の増加により当第３四半期連結会計期間末における保証残高は3,815億円(前年同期末比14.1

％増加)となり、売上高は4,139,445千円(前年同期比9.4％増加)となりました。また、営業利益1,810,936千円(前

年同期比9.8％増加)、経常利益1,842,733千円(前年同期比10.4％増加)、親会社株主に帰属する四半期純利益

1,169,868千円(前年同期比11.5％増加)となりました。

なお、当第３四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72.3％、72.2％となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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8.5％増加し、15,584,489千円となりまし

た。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、10,795,597千円となりました。これは、有価証券が

500,000千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35.3％増加し、4,788,892千円となりました。これは、投資有価証券が

1,198,399千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3.9％増加し、5,120,867千円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.0％増加し、5,005,585千円となりました。これは、預り金が409,085

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10.8％増加し、10,463,622千円となりました。これは、利益剰余金

が695,758千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３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,453,071 8,673,187

売掛金 36,544 44,112

有価証券 500,000 ―

前払費用 1,527,636 1,788,894

未収入金 82,823 74,629

その他 228,433 214,774

流動資産合計 10,828,510 10,795,597

固定資産

有形固定資産 1,032,287 1,065,101

無形固定資産 117,920 122,111

投資その他の資産

投資有価証券 2,005,814 3,204,213

繰延税金資産 93,001 93,001

その他 291,060 304,464

投資その他の資産合計 2,389,876 3,601,679

固定資産合計 3,540,084 4,788,892

資産合計 14,368,594 15,584,489

負債の部

流動負債

買掛金 3,503 7,976

未払法人税等 431,875 180,205

前受金 2,549,973 2,572,130

保証履行引当金 152,871 178,417

賞与引当金 32,000 57,185

預り金 1,355,117 1,764,202

その他 287,639 245,467

流動負債合計 4,812,979 5,005,585

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 5,120,867

純資産の部

株主資本

資本金 1,528,064 1,640,465

資本剰余金 938,064 1,050,465

利益剰余金 5,936,783 6,632,542

自己株式 △71,732 △19,433

株主資本合計 8,331,180 9,304,039

新株予約権 85,577 108,805

非支配株主持分 1,023,574 1,050,776

純資産合計 9,440,332 10,463,622

負債純資産合計 14,368,594 15,584,489

決算短信（宝印刷） 2019年01月29日 07時38分 3ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



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

4

（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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 3,785,019 4,139,445

売上原価 774,550 831,077

売上総利益 3,010,469 3,308,368

販売費及び一般管理費 1,361,688 1,497,431

営業利益 1,648,780 1,810,936

営業外収益

受取利息 18,527 18,312

持分法による投資利益 ― 12,433

その他 1,233 1,050

営業外収益合計 19,761 31,797

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 1,668,541 1,842,733

税金等調整前四半期純利益 1,668,541 1,842,733

法人税等 488,697 544,722

四半期純利益 1,179,843 1,298,011

非支配株主に帰属する四半期純利益 130,812 128,142

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,049,031 1,169,868
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 1,179,843 1,298,011

四半期包括利益 1,179,843 1,298,011

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,049,031 1,169,868

非支配株主に係る四半期包括利益 130,812 128,142
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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３四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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