
会社概要（2017 年 9 月 30 日現在） 株式情報（2017 年 9 月 30 日現在）

株主メモ

■ 株式の状況
発行済株式の総数 11,043,861株
株主総数　 1,665名

■ 大株主の状況
＜株主名＞ ＜所有株式数の割合＞
PRESTIGE INTERNATIONAL(S) PTE. LTD. 62.53％
桑原　豊 9.53％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7.42％
株式会社桑原トラスト 2.26％
野村信託銀行株式会社（信託口） 2.13％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1.61％
株式会社トリニティジャパン 1.56％
NOMURA PB NOMINESS LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) 0.88％
THE BANK OF NEW YORK - JASDEC NON-TREATY ACCOUNT 0.56％
住友生命保険相互会社（特別勘定） 0.48％

■ 会社名 株式会社イントラスト
  （英名：Entrust Inc.）
■ 証券コード 7191
■ 設立 2006年3月
■ 資本金 10億27百万円
■ 本社所在地 東京都千代田区麹町1-4   半蔵門ファーストビル2F
■ 従業員数 87名

■ 役員
代表取締役社長　執行役員 桑原　　豊
取締役　執行役員 髙堂　　潔
取締役　執行役員 太田　博之
取締役　執行役員 藤森　　武
取締役　執行役員 川島　俊忠
取締役 玉上　進一
取締役（社外） 山中　正竹
常勤監査役（社外） 佐藤　智之
常勤監査役 竹内　祐博
監査役 一條　和幸
監査役（社外） 坂田美穂子

事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内に招集いたします。
基準日 3月31日
期末配当金 3月31日
中間配当金 9月30日
公告の方法 電子公告によります。   
 （https://www.entrust-inc.jp）

ただし、電子公告によることができない事故、そ
の他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済
新聞に公告いたします。

単元株式数 100株
上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第一部

株主名簿管理人および 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特別口座の口座管理人 みずほ信託銀行株式会社
同連絡先 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
（お問い合わせ先） みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
 お取扱窓口 0120-288-324
 （ご利用時間：土・日・休日を除く9:00 ～ 17:00）
特別口座管理機関お取扱店 お取引の証券会社
未払配当金のお支払 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
 みずほ信託銀行（トラストラウンジを除く）、みずほ銀行、
 みずほ証券の各本支店

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル2F
TEL.03-5213-0250 / FAX.03-5213-0251

株式会社イントラスト
ホームページのご案内
当社ではホームページにて、即時情
報開示に努めております。詳しい事
業内容や業績情報も掲載しておりま
すので、ぜひご活用ください。

会社概要（2017 年 9 月 30 日現在） 株式情報（2017 年 9 月 30 日現在）

株主メモ

■ 株式の状況
発行済株式の総数 11,043,861株
株主総数　 1,665名

■ 大株主の状況
＜株主名＞ ＜所有株式数の割合＞
PRESTIGE INTERNATIONAL(S) PTE. LTD. 62.53％
桑原　豊 9.53％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7.42％
株式会社桑原トラスト 2.26％
野村信託銀行株式会社（信託口） 2.13％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1.61％
株式会社トリニティジャパン 1.56％
NOMURA PB NOMINESS LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) 0.88％
THE BANK OF NEW YORK - JASDEC NON-TREATY ACCOUNT 0.56％
住友生命保険相互会社（特別勘定） 0.48％

■ 会社名 株式会社イントラスト
  （英名：Entrust Inc.）
■ 証券コード 7191
■ 設立 2006年3月
■ 資本金 10億27百万円
■ 本社所在地 東京都千代田区麹町1-4   半蔵門ファーストビル2F
■ 従業員数 87名

■ 役員
代表取締役社長　執行役員 桑原　　豊
取締役　執行役員 髙堂　　潔
取締役　執行役員 太田　博之
取締役　執行役員 藤森　　武
取締役　執行役員 川島　俊忠
取締役 玉上　進一
取締役（社外） 山中　正竹
常勤監査役（社外） 佐藤　智之
常勤監査役 竹内　祐博
監査役 一條　和幸
監査役（社外） 坂田美穂子

事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内に招集いたします。
基準日 3月31日
期末配当金 3月31日
中間配当金 9月30日
公告の方法 電子公告によります。   
 （https://www.entrust-inc.jp）

ただし、電子公告によることができない事故、そ
の他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済
新聞に公告いたします。

単元株式数 100株
上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第一部

株主名簿管理人および 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特別口座の口座管理人 みずほ信託銀行株式会社
同連絡先 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
（お問い合わせ先） みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
 お取扱窓口 0120-288-324
 （ご利用時間：土・日・休日を除く9:00 ～ 17:00）
特別口座管理機関お取扱店 お取引の証券会社
未払配当金のお支払 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
 みずほ信託銀行（トラストラウンジを除く）、みずほ銀行、
 みずほ証券の各本支店

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル2F
TEL.03-5213-0250 / FAX.03-5213-0251

株式会社イントラスト
ホームページのご案内
当社ではホームページにて、即時情
報開示に努めております。詳しい事
業内容や業績情報も掲載しておりま
すので、ぜひご活用ください。

株式会社イントラスト　東証第一部 7191

第13期　中間報告書
2017年4月1日～2017年9月30日

東証第一部に上場しました。
株主様へ感謝の気持ちを込めて。
おかげさまで、2017年 12月東証第一部に市場変更いたしました。
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総合保証サービス会社のイントラストは、
「保証スキーム」で日本の未来を支えます。
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配当予想

株主優待を新設

2018年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元（100株）以上保有する株主様に、
Quoカード500円分を進呈します。

1株当たり
配当金 4円

中間配当金

10円
年間（予想）

6円
（予想）
期末配当金

2018年3月期第2四半期

売上高
1,444百万円

10.5%前年同期比

営業利益
402百万円

398百万円
269百万円

47.9%前年同期比

経常利益
398百万円

47.6%前年同期比

四半期純利益
268百万円

54.3%前年同期比

経常利益

2017/3期2Q 2018/3期2Q

47.6%
UP

株主の皆様へ

株主・投資家の皆様には日頃より格別なご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
弊社は、総合保証サービス会社として2016年12月7日に
東京証券取引所マザーズ市場に上場し、保証を通じて皆
様の生活のお役に立てる企業を目指してまいりました。こ
の度2017年12月7日にマザーズ市場から東京証券取引所
市場第一部へ市場変更を行いました。これもひとえに株
主の皆様方はじめ、ステークホルダーの皆様方のご支援
の賜物と心より深く感謝いたしております。
これからも弊社は総合保証サービス会社として賃貸住宅
における家賃債務保証をはじめ、病院における医療費用
保証、介護施設における介護費用保証など連帯保証人の
代替商品および、各種保証商品を広く展開してまいりま
す。また、保証から派生したサービス商品もより一層の充
実を図り、あらゆる分野において無限の可能性を秘めた
ビジネスモデルを構築してまいります。このたび、東証一
部への市場変更したことを更なる成長のきっかけとし、多
くの皆様から信頼され親しまれる企業を目指してまいり
ます。
今後のイントラストの成長にどうぞご注目ご期待いただ
き、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。

2017年12月吉日
代表取締役社長　桑原　豊
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Beyond your expectations !

事業内容

お客様に安心して“Entrust（任せる／ゆだねる）”頂ける企業として、
お客様の期待を大きく超える企業を目指してまいります。　

27.6%
2018年3月期
第2四半期累計

+21.8%
2014年9月～
2017年9月

収益力
業界No.1経常利益率

保有件数年伸長率

効率性重視の経営
サービスの付加価値向上で利益率もアップ

ストック型ビジネス×契約件数の増加
大手不動産管理会社の顧客基盤があるからこそ実現可能

成長力

80医療機関
128介護事業者

2017年9月末時点 創造力
新市場の販路拡大
イントラスト独自のサービス展開や業界に先駆けた
医療費用保証・介護費用保証の展開

保証事業と“イントラストだけ”のソリューション事業を展開

不動産管理会社
医療機関
介護事業者　等

不動産管理会社
保険会社
信販会社　等

保証事業

ソリューション事業

サービス +リスクを保証

専門的なサービスのみ提供

保 証 事 業 ・・・・・・・・・・・・・・家賃債務保証、医療費用保証、介護費用保証
ソリューション事業 ・・・・・・・・・・・・・・各種保証事業で培ったノウハウをもとに、クライアント企業の業務上の課題を解決する、イントラスト独自の専門的な
 業務支援サービス
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民法改正で機関保証需要増

医療法の改正による会計基準の変更

進む超高齢化社会

取引の多様化における保証ニーズの需要増

多業種への
保証ビジネス
展開

家賃債務保証

ソリューション
サービス

医療・介護
費用保証

Our Future
総合保証サービス会社のイントラストが

新しい市場を切り拓きます。

事業環境の追い風

未来の保証
サービス

社会に貢献するサービスの創出

新市場・新たなビジネスの創出

医療・介護市場へのアプローチ

イントラストにしかない成長ドライバー

継続成長基盤
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