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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 3,061 17.3 841 12.0 844 11.8 558 11.0

2020年３月期第３四半期 2,610 14.6 751 30.3 754 31.1 503 33.0
　

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

2021年３月期第３四半期 25.02 ―

2020年３月期第３四半期 22.67 22.54
　

　

（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３四半期 5,038 3,720 73.8

2020年３月期 4,726 3,376 71.4
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 3,720百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 158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３Ｑ 22,325,666株 2020年３月期３Ｑ 22,209,789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２ぺージ「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、2021年１月29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３四半期累計期間（2020年４月１日～2020年12月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症

の影響もある中、各種施策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きが見られた一方、再びの感染症拡大に

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

れました。一方で、11月以降の新型コロナウイルス感染症の再拡大及びその後の緊急事態宣言の発出により、今後

の動向に注視が必要な状況下にあります。

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３四半期累計期間の売上高に関しては、保証事業の売上高は、1,672百万円(前

年同期比28.1％増)、ソリューション事業の売上高は、1,388百万円(前年同期比6.4％増)となり、合計で3,061百万

円(前年同期比17.3％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、４月に発出された緊急事態宣言以前の営業が奏功し医療費用保証が大幅に進展した

ほか、家賃債務保証についても新規契約数が増加したことにより、保証事業の成長を牽引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、その

他の費用増加についてはある程度抑制出来たことにより、841百万円(前年同期比12.0％増)となり、経常利益は844

百万円(前年同期比11.8％増)、四半期純利益は558百万円(前年同期比11.0％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 資産の部

当第３四半期会計期間末における総資産は5,038百万円となり、前事業年度末に比べ311百万円増加となりまし

た。

流動資産は、4,198百万円となり、前事業年度末に比べ98百万円増加となりました。これは、現金及び預金が

193百万円、売掛金が37百万円減少した一方、立替金が329百万円増加したことなどによります。

固定資産は、839百万円となり、前事業年度末に比べ213百万円増加となりました。これは、投資その他の資産

が115百万円、無形固定資産が101百万円増加したことなどによります。

　② 負債の部

当第３四半期会計期間末における負債合計は、1,318百万円となり、前事業年度末に比べ32百万円減少となりま

した。

流動負債は、1,264百万円となり、前事業年度末に比べ39百万円減少となりました。これは、前受収益が117百

万円増加した一方、未払法人税等が93百万円、その他流動負債が47百万円減少したことなどによります。

固定負債は、54百万円となり、前事業年度末に比べ６百万円増加となりました。これは、その他固定負債が６

百万円増加したことなどによります。

　③ 純資産の部

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、3,720百万円となり、前事業年度末に比べ344百万円増加とな

りました。これは、配当の支払により234百万円減少したものの、四半期純利益558百万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。

（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３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,017,605 2,824,605

売掛金 241,392 203,600

立替金 1,059,851 1,389,506

その他 246,239 302,852

貸倒引当金 △464,944 △522,300

流動資産合計 4,100,143 4,198,264

固定資産

有形固定資産 57,895 54,918

無形固定資産 138,556 239,937

投資その他の資産 430,007 545,064

固定資産合計 626,459 839,920

資産合計 4,726,603 5,038,184
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 12,519 18,360

未払法人税等 225,239 131,474

前受収益 716,604 834,583

賞与引当金 43,653 25,334

保証履行引当金 85,592 82,094

その他 219,696 172,180

流動負債合計 1,303,306 1,264,028

固定負債

資産除去債務 41,885 41,983

その他 5,377 12,063

固定負債合計 47,263 54,047

負債合計 1,350,569 1,318,076

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 1,858,447

自己株式 △107 △127

株主資本合計 3,400,713 3,733,766

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,900 △13,657

評価・換算差額等合計 △24,900 △13,657

新株予約権 220 ―

純資産合計 3,376,033 3,720,108

負債純資産合計 4,726,603 5,038,184
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 2,610,508 3,061,287

売上原価 1,242,040 1,521,322

売上総利益 1,368,467 1,539,965

販売費及び一般管理費 617,245 698,604

営業利益 751,222 841,361

営業外収益

受取利息 14 15

有価証券利息 892 1,800

受取配当金 718 817

基金返還益 2,000 ―

雑収入 11 200

営業外収益合計 3,637 2,834

営業外費用

固定資産除却損 7 ―

雑損失 0 0

営業外費用合計 7 0

経常利益 754,851 844,194

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 755,123 844,194

法人税、住民税及び事業税 242,309 276,893

法人税等調整額 9,407 8,652

法人税等合計 251,716 285,546

四半期純利益 503,406 558,648

　



株式会社イントラスト(7191) 2021年３月期 第３四半期決算短信

6

（３）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。

　


