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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第37期

第１四半期累計期間
第38期

第１四半期累計期間
第37期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

営業収益 (百万円) 6,847 7,290 35,918

経常利益 (百万円) 4,947 5,388 29,001

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,002 3,756 19,530

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) － － －

資本金 (百万円) 10,684 10,684 10,684

発行済株式総数 (株) 68,860,980 68,860,980 68,860,980

純資産額 (百万円) 73,510 89,736 90,149

総資産額 (百万円) 234,890 262,447 263,352

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 43.66 54.63 284.04

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 43.65 54.61 283.94

１株当たり配当額 (円) － － 62.00

自己資本比率 (％) 31.3 34.2 34.2

営業活動によるキャッシュ
・フロー

(百万円) 2,899 3,180 32,968

投資活動によるキャッシュ
・フロー

(百万円) 2,734 △4,256 6,880

財務活動によるキャッシュ
・フロー

(百万円) △3,756 △4,248 △3,786

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 42,217 71,077 76,402
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)が保有する当社株式を、１株当たり情報の算定上、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、海外経済の先行きに懸念があるものの、企業収益や雇用・所得

環境の改善が続き、個人消費も持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調が続きました。

住宅市場につきましては、日本銀行のマイナス金利政策や政府の住宅取得支援策の継続などにより、新設住宅着

工戸数は底堅く推移いたしました。一方、住宅ローン市場におきましては、住宅ローン金利低下により高まってい

た借換需要に落ち着きが見られることから、金融機関は新築、中古を資金使途とする住宅ローン案件について積極

的な推進を行いました。

このような事業環境のもと、当社は「事業規模の拡大」ならびに「企業価値の向上」の課題を中心に各種施策に

取り組んでまいりました。

事業規模の拡大におきましては、既存提携金融機関の当社保証の利用率向上および未提携金融機関との新規契約

締結に取り組んでまいりました。既存提携金融機関の当社保証の利用率向上につきましては、当社保証商品につい

ての説明会や営業店への訪問活動など継続的な取引深耕に加え、付加価値向上への取り組みとして金融機関との申

込データ連携システムを開発し、導入に向けた取り組みを行いました。一方、未提携金融機関との新規契約締結に

つきましては、継続的な営業活動を展開した結果、当第１四半期累計期間においてＪＡ３組合と契約締結に至りま

した。

企業価値の向上におきましては、システムを利用した審査業務の効率化に向けた取り組みを進めたほか、働き方

改革の推進や人材育成に重きを置いた新たな人事制度の構築に取り組むなど活力ある企業風土の醸成に努めまし

た。

こうした取り組みの結果、営業収益は7,290百万円（前年同期比6.5％増）、営業利益は5,165百万円（前年同期比

12.2％増）、経常利益は5,388百万円（前年同期比8.9％増）、四半期純利益は3,756百万円（前年同期比25.1％増）

となりました。

なお、当社は信用保証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) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて0.3％減少し、262,447百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べて0.2％減少し、196,443百万円となりました。これは金銭の信託が減少したこ

となどによります。

固定資産は、前事業年度末に比べて0.7％減少し、66,004百万円となりました。これは投資有価証券が減少したこ

となどによります。

負債合計は、前事業年度末に比べて0.3％減少し、172,710百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べて10.1％減少し、24,834百万円となりました。これは未払法人税等が減少した

ことなどによります。

固定負債は、前事業年度末に比べて1.6％増加し、147,875百万円となりました。これは長期前受収益が増加した

ことなどによります。

純資産合計は、前事業年度末に比べて0.5％減少し、89,736百万円となりました。これは利益剰余金が減少したこ

となどによります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業活動により3,180百

万円増加し、投資活動により4,256百万円、財務活動により4,248百万円それぞれ減少した結果、前事業年度末より

5,324百万円減少し、71,077百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は3,180百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益5,442百万円、

長期前受収益の増加額2,266百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額4,433百万円等でありま

す。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は4,256百万円となりました。主な減少要因は定期預金の預入による支出39,593百

万円、有価証券の取得による支出4,000百万円等であります。一方、主な増加要因は定期預金の払戻による収入

29,800百万円、金銭の信託の解約及び配当による収入8,433百万円等であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は4,248百万円となりました。主な減少要因は配当金の支払額4,248百万円等であ

ります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 68,860,980 68,860,980
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い、当社における標準と
なる株式であります。
単元株式数は100株であ
ります。

計 68,860,980 68,860,980 ― ―
 

（注）提出日現在発行数には、平成29年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

― 68,860,980 ― 10,684 ― 618
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日である平成29年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成29年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 　    300

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 68,853,200 688,532
完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない、当社における標準
となる株式であります。

単元未満株式 普通株式     7,480 ― ―

発行済株式総数 68,860,980 ― ―

総株主の議決権 ― 688,532 ―
 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）の信託財産として資産管理

サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式99,600株（議決権の数996個）を含めておりま

す。

 

② 【自己株式等】

    平成29年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)
全国保証株式会社

東京都千代田区大手町
二丁目１番１号

300 ― 300 0.00

計 ― 300 ― 300 0.00
 

（注）株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する

当社株式99,600株は、上記自己株式に含めておりません。

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成29年４月１日から平成29年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次の通りであります。

  資産基準              0.0％

  売上高基準            0.6％

  利益基準            △0.3％

  利益剰余金基準        0.1％

  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 172,852 178,321

  求償債権 11,481 12,253

  有価証券 4,822 7,221

  金銭の信託 10,058 1,595

  未収入金 378 254

  前払費用 31 44

  繰延税金資産 3,372 3,316

  その他 232 392

  貸倒引当金 △6,355 △6,956

  流動資産合計 196,872 196,443

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 204 204

    減価償却累計額 △131 △134

    建物（純額） 72 70

   車両運搬具 56 56

    減価償却累計額 △32 △34

    車両運搬具（純額） 23 21

   工具、器具及び備品 362 363

    減価償却累計額 △267 △272

    工具、器具及び備品（純額） 95 90

   土地 4 4

   有形固定資産合計 196 186

  無形固定資産   

   ソフトウエア 302 285

   ソフトウエア仮勘定 57 88

   その他 3 3

   無形固定資産合計 363 378

  投資その他の資産   

   投資有価証券 54,053 53,601

   関係会社株式 9 9

   長期預金 10,000 10,000

   長期前払費用 66 65

   前払年金費用 14 14

   繰延税金資産 1,159 1,134

   その他 616 613

   投資その他の資産合計 65,919 65,439

  固定資産合計 66,479 66,004

 資産合計 263,352 262,447
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  前受収益 14,552 14,817

  預り金 28 31

  未払金 916 1,114

  未払法人税等 4,701 1,611

  賞与引当金 233 124

  債務保証損失引当金 ※1  7,079 ※1  7,108

  株主優待引当金 84 6

  その他 11 21

  流動負債合計 27,609 24,834

 固定負債   

  長期前受収益 145,543 147,810

  株式給付引当金 48 65

  固定負債合計 145,592 147,875

 負債合計 173,202 172,710

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,684 10,684

  資本剰余金 618 618

  利益剰余金 78,985 78,472

  自己株式 △267 △267

  株主資本合計 90,021 89,508

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 36 136

  評価・換算差額等合計 36 136

 新株予約権 91 91

 純資産合計 90,149 89,736

負債純資産合計 263,352 262,447
 

EDINET提出書類

全国保証株式会社(E09753)

四半期報告書

 9/18



(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

営業収益   

 収入保証料 6,823 7,251

 その他 24 38

 営業収益合計 6,847 7,290

営業費用   

 債務保証損失引当金繰入額 940 764

 貸倒引当金繰入額 △106 △134

 給料手当及び賞与 335 356

 賞与引当金繰入額 116 124

 減価償却費 49 48

 その他 909 965

 営業費用合計 2,244 2,124

営業利益 4,603 5,165

営業外収益   

 受取利息 183 157

 受取配当金 60 37

 金銭の信託運用益 96 8

 その他 8 19

 営業外収益合計 349 223

営業外費用   

 支払手数料 4 0

 その他 0 0

 営業外費用合計 4 0

経常利益 4,947 5,388

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 54

 特別利益合計 － 54

特別損失   

 投資有価証券評価損 408 －

 特別損失合計 408 －

税引前四半期純利益 4,539 5,442

法人税、住民税及び事業税 1,273 1,595

法人税等調整額 263 90

法人税等合計 1,536 1,686

四半期純利益 3,002 3,756
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６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 4,539 5,442

 減価償却費 49 48

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 787 600

 賞与引当金の増減額（△は減少） △92 △108

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 46 28

 株主優待引当金の増減額（△は減少） △124 △78

 前払年金費用の増減額（△は増加） △7 △0

 株式給付引当金の増減額（△は減少） 15 16

 受取利息及び受取配当金 △244 △195

 金銭の信託の運用損益（△は益） △96 △8

 投資有価証券売却損益（△は益） － △54

 投資有価証券評価損益（△は益） 408 －

 求償債権の増減額（△は増加） △1,424 △772

 前受収益の増減額（△は減少） 307 264

 長期前受収益の増減額（△は減少） 2,540 2,266

 その他の資産・負債の増減額 302 55

 小計 7,006 7,506

 利息及び配当金の受取額 155 107

 法人税等の支払額 △4,263 △4,433

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,899 3,180

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △29,800 △39,593

 定期預金の払戻による収入 30,100 29,800

 有価証券の取得による支出 △3,000 △4,000

 有価証券の売却及び償還による収入 5,100 2,100

 金銭の信託の解約及び配当による収入 185 8,433

 有形固定資産の取得による支出 △16 △1

 有形固定資産の売却による収入 1 －

 無形固定資産の取得による支出 △35 △65

 投資有価証券の取得による支出 － △2,608

 投資有価証券の売却及び償還による収入 200 1,678

 投資活動によるキャッシュ・フロー 2,734 △4,256

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 配当金の支払額 △3,756 △4,248

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,756 △4,248

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,877 △5,324

現金及び現金同等物の期首残高 40,339 76,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  42,217 ※１  71,077
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【注記事項】

(追加情報)

　(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

(1) 取引の概要

当社は、当社の株価や業績と従業員等(当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員を含む、以下同

じ。)の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従

業員等の意欲や士気を高めるため、従業員等に対して当社の株式を給付するインセンティブ・プラン「株式給付

信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員等に対し当社株式を給付す

る仕組みです。

当社は、従業員等に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたと

きに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員等に対し給付する株式については、予め信託設

定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理しております。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度266百万円、99,650株、当第１四

半期会計期間266百万円、99,650株であります。

 

(四半期貸借対照表関係)

※１　偶発債務

保証債務残高は次の通りであります。なお、延滞利息については見積りが不能であるため含めておりません。ま

た、当第１四半期会計期間の保証債務残高のうち、一部は推計値であります。

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

住宅ローン等に対する保証債務 10,890,638百万円 11,102,588百万円

債務保証損失引当金 7,079　〃 7,108　〃

差　引 10,883,559百万円 11,095,480百万円
 

　

(四半期損益計算書関係)

１　営業収益の季節的変動

前第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日　至 平成28年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自 平成29年４

月１日　至 平成29年６月30日)

当社では、生命保険会社に対する団体信用生命保険の取次ぎに伴う収入保証料が第４四半期会計期間に集中す

るため、第４四半期会計期間の営業収益が他の四半期会計期間の営業収益と比較して多くなる傾向にあります。

このため、事業年度の営業収益に占める第１四半期累計期間の営業収益は相対的に少なくなっております。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであ

ります。
　

 
前第１四半期累計期間

(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

現金及び預金 150,867百万円 178,321百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △108,650 〃  △107,243 〃

現金及び現金同等物 42,217百万円 71,077百万円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月17日
定時株主総会

普通株式 3,787 55.00 平成28年３月31日 平成28年６月20日 利益剰余金
 

(注) 平成28年６月17日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)が保有する当社株式

に対する配当金５百万円が含まれております。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
当第１四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月16日
定時株主総会

普通株式 4,269 62.00 平成29年３月31日 平成29年６月19日 利益剰余金
 

(注) 平成29年６月16日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)が保有する当社株式

に対する配当金６百万円が含まれております。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

前事業年度末(平成29年３月31日)

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券 58,228 61,157 2,929

(2) 長期預金 10,000 9,560 △439
 

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 有価証券及び投資有価証券

　　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格に

よっております。

　　　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」を参照くださ

い。

(2) 長期預金

　　　長期預金については、取引金融機関から提示された価格によっております。

 

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分 貸借対照表計上額

非上場株式(※) 356

組合出資金(※) 291

子会社株式(※) 9

合計 656
 

(※) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象とはしておりません。

 

(注３) 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の注記を省略しております。

 

当第１四半期会計期間末(平成29年６月30日)

有価証券及び投資有価証券、長期預金が、会社の事業の運営において重要なものであるため記載しております。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注２)を参照ください）。

(単位：百万円)

 四半期貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券 60,175 63,001 2,825

(2) 長期預金 10,000 9,616 △383
 

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 有価証券及び投資有価証券

　　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格に

よっております。

　　　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」を参照くださ

い。

(2) 長期預金

　　　長期預金については、取引金融機関から提示された価格によっております。

 

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の四半期貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分 四半期貸借対照表計上額

非上場株式(※) 356

組合出資金(※) 291

子会社株式(※) 9

合計 656
 

(※) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象とはしておりません。

 

(注３) 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の注記を省略しております。
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(有価証券関係)

前事業年度末(平成29年３月31日)

１．満期保有目的の債券

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

国債・地方債等 23,584 26,619 3,034

社債 21,845 21,754 △91

その他 2,500 2,485 △14

計 47,930 50,860 2,929
 

 

２．その他有価証券

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額 取得原価 差額

株式 2,030 1,897 132

その他 8,267 8,342 △74

計 10,297 10,239 58
 

(注) １．非上場株式(貸借対照表計上額356百万円)及び組合出資金(貸借対照表計上額291百万円)については、市場価

格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めて

おりません。

２．上表の「その他有価証券」の株式について、380百万円減損処理しております。

なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合にはすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。また、時価のない有価証券については、実質価額が著しく低下し

た場合に減損処理を行っております。

 

当第１四半期会計期間末(平成29年６月30日)

満期保有目的の債券及びその他有価証券が、会社の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

１．満期保有目的の債券

(単位：百万円)

 四半期貸借対照表計上額 時価 差額

国債・地方債等 23,473 26,400 2,926

社債 22,939 22,846 △92

その他 3,500 3,491 △8

計 49,912 52,738 2,825
 

 

２．その他有価証券

(単位：百万円)

 四半期貸借対照表計上額 取得原価 差額

株式 2,014 1,796 218

その他 8,249 8,318 △69

計 10,263 10,114 148
 

(注) 非上場株式(四半期貸借対照表計上額356百万円)及び組合出資金(四半期貸借対照表計上額291百万円)について

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には

含めておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自 平成29年４月

１日 至 平成29年６月30日)

当社の事業は、信用保証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、次の通りであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 43.66円 54.63円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 3,002 3,756

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 3,002 3,756

普通株式の期中平均株式数(株) 68,761,069 68,760,984

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 43.65円 54.61円

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 17,955 27,424

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

(注)　株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)に残存する当社株式は、１株当

たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第１四半期累計期間

99,650株、当第１四半期累計期間99,650株であります。

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

全国保証株式会社(E09753)

四半期報告書

16/18



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成29年８月４日

全国保証株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   桐   川         聡   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   石   井   雅   也   ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている全国保証株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第38期事業年度の第１四半期会計期間（平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、全国保証株式会社の平成29年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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