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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年3月期第3四半期 5,864 10.7 2,819 23.2 2,811 22.2 1,840 23.1

2021年3月期第3四半期 5,297 20.0 2,287 14.8 2,300 14.2 1,495 △15.6
(注) 包括利益 2022年3月期第3四半期 1,977百万円( 27.8％) 2021年3月期第3四半期 1,547百万円(△16.0％)

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

2022年3月期第3四半期 39.61 38.35

2021年3月期第3四半期 33.93 31.81

（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

2022年3月期第3四半期 23,589 18,801 74.0 373.70

2021年3月期 22,570 17,186 70.3 347.19
(参考) 自己資本 2022年3月期第3四半期 17,466百万円 2021年3月期 15,876百万円

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

2021年3月期 － 0.00 － 22.00 22.00

2022年3月期 － 0.00 －

2022年3月期(予想) 22.00 22.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 8,500 18.1 3,720 20.4 3,750 20.6 2,400 19.8 52.48
(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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
　

　

（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) 2022年3月期3Ｑ 46,742,200株 2021年3月期 45,729,800株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Ｑ 1,434株 2021年3月期 1,414株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Ｑ 46,462,899株 2021年3月期3Ｑ 44,072,310株

　
　

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意）

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、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が徐々

に緩和される中で、持ち直しの動きがみられております。また、景気の先行きについては、感染対策に万全を期

し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くこと

が期待されますが、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、2021年の企業倒産件数は前年比23.0％減少の6,015件（帝国データバ

ンク調べ）となり、各種給付金や実質無利子・無担保の制度融資などが奏功し、企業倒産の抑制につながったと

みられるものの、長引く経済活動の停滞で事業改善の見通しが立たず、倒産に至る企業が今後増加することが想

定され、引き続き倒産動向に注視する必要があります。

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。３度目及び４度目の緊急事

態宣言の発令並びに４度目の緊急事態宣言の延長により営業活動が制限される中、新型コロナウイルス感染症の

影響等による顧客ニーズの高まりに合わせた商品をタイムリーに提供したことで新規契約が増加しました。また、

法人向け取引において後払いでの決済や請求書発行・入金管理・代金回収等の事務を当社グループにアウトソー

シングすることができるDX型後払い（法人向けBNPL）サービス「eG Collect」「eG Pay」の提供を開始しまし

た。当社グループは、企業間取引に関するビッグデータを基盤とした、リアルタイムな与信判断が可能であると

いう強みを活かし、今後も企業向けにDXサービスや決済サービスの提供を強化してまいります。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における保証残高は7,469億円(前連結会計年度末より、保証残高は

保証対象先毎に設定している保証枠(保証対象先が特定できない場合は、契約先毎に設定している保証枠)の合計

を記載しております。)、保証債務は5,469億円(前年同期比20.3％増加)となり、売上高は5,864,137千円(前年同

期比10.7％増加)となりました。また、営業利益2,819,110千円(前年同期比23.2％増加)、経常利益2,811,833千円

(前年同期比22.2％増加)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,840,251千円(前年同期比23.1％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2022年３月期連

結業績予想に対する進捗率はそれぞれ75.0％、76.7％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4.5％増加し、23,589,237千円となりまし

た。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.0％増加し、18,115,278千円となりました。これは、有価証券が

1,200,000千円増加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0.2％減少し、5,473,958千円となりました。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて11.1％減少し、4,787,788千円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.3％減少し、4,672,506千円となりました。これは、未払法人税等が

586,584千円減少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の115,282千円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて9.4％増加し、18,801,448千円となりました。これは、資本金及び資

本剰余金がそれぞれ378,073千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、2021年５月14日に公表いたしました売上高8,500百万円、営業利益3,720百万円、経常

利益3,750百万円、親会社株主に帰属する当期純利益2,400百万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
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,056,248 15,551,324

売掛金 65,437 70,960

有価証券 ― 1,200,000

前払費用 793,539 1,123,124

未収入金 63,981 46,650

その他 106,609 123,219

流動資産合計 17,085,816 18,115,278

固定資産

有形固定資産 1,385,945 1,384,754

無形固定資産 111,178 120,878

投資その他の資産

投資有価証券 3,426,737 3,426,737

繰延税金資産 233,829 233,829

その他 326,964 307,759

投資その他の資産合計 3,987,531 3,968,326

固定資産合計 5,484,655 5,473,958

資産合計 22,570,471 23,589,237

負債の部

流動負債

買掛金 9,932 18,367

未払法人税等 934,750 348,165

前受金 3,664,750 3,579,664

保証履行引当金 342,711 422,199

賞与引当金 150,000 83,760

預り金 31,943 53,441

その他 135,021 166,907

流動負債合計 5,269,109 4,672,506

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 5,384,392 4,787,788

純資産の部

株主資本

資本金 3,097,652 3,475,726

資本剰余金 2,507,652 2,885,726

利益剰余金 10,272,144 11,106,372

自己株式 △824 △877

株主資本合計 15,876,626 17,466,948

新株予約権 147,996 140,603

非支配株主持分 1,161,456 1,193,896

純資産合計 17,186,079 18,801,448

負債純資産合計 22,570,471 23,589,237
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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 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 5,297,173 5,864,137

売上原価 1,344,538 1,272,188

売上総利益 3,952,634 4,591,948

販売費及び一般管理費 1,664,696 1,772,838

営業利益 2,287,938 2,819,110

営業外収益

受取利息 14,739 9,460

その他 2,796 1,314

営業外収益合計 17,535 10,774

営業外費用

持分法による投資損失 4,832 18,020

その他 ― 31

営業外費用合計 4,832 18,051

経常利益 2,300,641 2,811,833

特別損失

固定資産除却損 100 385

投資有価証券評価損 49,999 ―

特別損失合計 50,100 385

税金等調整前四半期純利益 2,250,541 2,811,447

法人税等 703,447 833,964

四半期純利益 1,547,093 1,977,482

非支配株主に帰属する四半期純利益 51,913 137,231

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,495,179 1,840,251
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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 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 1,547,093 1,977,482

四半期包括利益 1,547,093 1,977,482

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,495,179 1,840,251

非支配株主に係る四半期包括利益 51,913 137,231
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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）

当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ378,073千円

増加しております。この結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が3,475,726千円、資本剰余金が

2,885,726千円となっております。

（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）

（収益認識基準に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への

影響もありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

　


