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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 2,017 17.8 567 13.6 569 13.3 386 14.9

2020年３月期第２四半期 1,712 13.6 499 39.3 502 40.1 335 41.9
　

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

2021年３月期第２四半期 17.31 17.27

2020年３月期第２四半期 15.13 15.04
　
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 4,980 3,667 73.6

2020年３月期 4,726 3,376 71.4

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 3,667百万円 2020年３月期 3,375百万円
　
　
　

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

2020年３月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00

2021年３月期 ― 5.50

2021年３月期(予想) ― 5.00 10.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

　

　

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021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 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 4,250 17.2 1,166 14.1 1,170 14.0 790 14.9 35.37
(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) 2021年３月期２Ｑ 22,357,522株 2020年３月期 22,288,522株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 138株 2020年３月期 138株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 22,309,817株 2020年３月期２Ｑ 22,201,925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

(将来に関する記載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、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「１．当四半期決
算に関する定性的情報 （３）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。

(四半期決算補足説明資料の入手方法について)
　決算補足説明資料については、2020年10月30日(金)に当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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２四半期累計期間（2020年４月１日～2020年９月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症

拡大により、経済環境は急速に悪化しましたが、緊急事態宣言解除後は、社会経済活動のレベルを段階的に引き上

げていくなかで、各種施策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きが継続することが期待されます。一方

で、今後の感染症の動向により景気の先行きは極めて不透明であります。

当社の関連業界である住宅関連業界においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、賃貸住宅の入退

去の動きの鈍化が懸念されましたが、緊急事態宣言解除後の経済活動レベルの引き上げに応じて、持ち直しが見ら

れます。

このような事業環境のもと、当社はこれまで培ってきた家賃債務保証のノウハウを活かし、様々な分野における

独自の保証サービス及びソリューションサービスの開発・提案・販売に取り組んでまいりました。

このような取り組みの結果、当第２四半期累計期間の売上高に関しては、保証事業の売上高は、1,093百万円(前

年同期比28.4％増)、ソリューション事業の売上高は、924百万円(前年同期比7.4％増)となり、合計で2,017百万円

(前年同期比17.8％増)となりました。これは、新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、新規顧客開拓の

一部に遅れが生じた一方で、医療費用保証が進展し保証事業の成長を牽引したこと、家賃債務保証についても新規

契約が順調に推移したことなどによります。

営業利益に関しては、基幹システムの入れ替えや養育費保証の市場開拓への投資は計画通り進める一方で、滞納

発生率や回収率が想定内で推移したことにより貸倒費用が抑制され、その他の費用増加についてもある程度抑制出

来たことにより、567百万円(前年同期比13.6％増)となり、経常利益は569百万円(前年同期比13.3％増)、四半期純

利益は386百万円(前年同期比14.9％増)となりました。

なお、当社は総合保証サービス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。

（２）財政状態に関する説明

　① 資産、負債及び純資産の状況

　 （資産）

当第２四半期会計期間末における総資産は4,980百万円となり、前事業年度末に比べ253百万円増加となりまし

た。

流動資産は、4,143百万円となり、前事業年度末に比べ43百万円増加となりました。これは、現金及び預金が

100百万円、売掛金が35百万円減少した一方、立替金が167百万円増加したことなどによります。

固定資産は、836百万円となり、前事業年度末に比べ209百万円増加となりました。これは、投資その他の資産

が122百万円、無形固定資産が87百万円増加したことなどによります。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債合計は、1,312百万円となり、前事業年度末に比べ37百万円減少となりま

した。

流動負債は、1,261百万円となり、前事業年度末に比べ42百万円減少となりました。これは、前受収益が61百万

円増加した一方、未払法人税等が21百万円、その他流動負債が83百万円減少したことなどによります。

固定負債は、51百万円となり、前事業年度末に比べ４百万円増加となりました。これは、固定負債その他が４

百万円増加したことなどによります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、3,667百万円となり、前事業年度末に比べ291百万円増加とな

りました。これは、配当の支払により111百万円減少したものの、四半期純利益386百万円を計上したことにより、

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２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,917百万円となり、前

年同四半期末に比べ105百万円増加となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と
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それらの増減要因は、以下のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、243百万円（前年同四半期は226百万円の増加）となりました。主な増加要因は、

税引前四半期純利益569百万円、売上債権の減少額35百万円、前受収益の増加額66百万円などであります。一方、

主な減少要因は、立替金の増加額167百万円、未払金の減少額50百万円、法人税等の支払額207百万円などであり

ます。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、240百万円（前年同四半期は238百万円の減少）となりました。主な減少要因は

投資有価証券の取得による支出107百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出133百万円などであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、102百万円（前年同四半期は75百万円の減少）となりました。主な減少要因は、

配当金の支払額111百万円などであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、2020年10月19日の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」

で発表いたしました業績予想に変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,017,605 2,917,573

売掛金 241,392 205,964

立替金 1,059,851 1,227,195

その他 246,239 275,635

貸倒引当金 △464,944 △482,635

流動資産合計 4,100,143 4,143,733

固定資産

有形固定資産 57,895 57,833

無形固定資産 138,556 226,058

投資その他の資産 430,007 552,476

固定資産合計 626,459 836,368

資産合計 4,726,603 4,980,102
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 12,519 17,928

未払法人税等 225,239 203,422

前受収益 716,604 778,571

賞与引当金 43,653 51,431

保証履行引当金 85,592 73,316

その他 219,696 136,494

流動負債合計 1,303,306 1,261,165

固定負債

資産除去債務 41,885 41,950

その他 5,377 9,464

固定負債合計 47,263 51,415

負債合計 1,350,569 1,312,580

純資産の部

株主資本

資本金 1,040,022 1,044,438

資本剰余金 826,591 831,007

利益剰余金 1,534,207 1,808,843

自己株式 △107 △107

株主資本合計 3,400,713 3,684,182

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,900 △16,674

評価・換算差額等合計 △24,900 △16,674

新株予約権 220 13

純資産合計 3,376,033 3,667,521

負債純資産合計 4,726,603 4,980,102
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 1,712,475 2,017,586

売上原価 804,672 1,000,531

売上総利益 907,802 1,017,055

販売費及び一般管理費 408,077 449,147

営業利益 499,725 567,907

営業外収益

受取利息 14 15

有価証券利息 384 1,031

受取配当金 374 408

基金返還益 2,000 －

雑収入 11 168

営業外収益合計 2,785 1,624

営業外費用

雑損失 0 －

営業外費用合計 0 －

経常利益 502,509 569,531

特別利益

固定資産売却益 271 －

特別利益合計 271 －

税引前四半期純利益 502,781 569,531

法人税、住民税及び事業税 167,257 186,420

法人税等調整額 △408 △2,967

法人税等合計 166,848 183,453

四半期純利益 335,932 386,078
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９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 502,781 569,531

減価償却費 14,983 12,682

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,067 17,690

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,246 7,778

保証履行引当金の増減額（△は減少） 742 △12,276

受取利息及び受取配当金 △773 △1,455

固定資産売却損益（△は益） △271 －

基金返還益 △2,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 27,607 35,428

前払費用の増減額（△は増加） △21,970 △35,870

未収入金の増減額（△は増加） △133 2,195

立替金の増減額（△は増加） △143,871 △167,344

仕入債務の増減額（△は減少） 4,171 5,408

未払金の増減額（△は減少） △22,740 △50,583

前受収益の増減額（△は減少） 22,332 66,054

その他 △14,307 △48

小計 384,371 449,190

利息及び配当金の受取額 388 1,404

法人税等の支払額 △158,036 △207,364

営業活動によるキャッシュ・フロー 226,723 243,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △44,837 △133,487

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,899 －

投資有価証券の取得による支出 △200,000 △107,000

差入保証金の差入による支出 △117 △180

差入保証金の回収による収入 176 236

基金の回収による収入 2,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △238,878 △240,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入 2,575 8,625

自己株式の取得による支出 △44 －

配当金の支払額 △77,625 △111,454

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,095 △102,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,250 △100,032

現金及び現金同等物の期首残高 2,899,792 3,017,605

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,812,541 2,917,573
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（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）

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。


