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1. 平成27年5月期第2四半期の連結業績（平成26年6月1日～平成26年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年5月期第2四半期 5,949 16.5 574 30.9 489 23.9 276 20.2
26年5月期第2四半期 5,108 9.3 438 43.4 395 92.4 230 121.9

（注）包括利益 27年5月期第2四半期 276百万円 （20.9％） 26年5月期第2四半期 228百万円 （116.0％）

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

27年5月期第2四半期 30.74 ―
26年5月期第2四半期 25.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年5月期第2四半期 11,661 5,300 45.5
26年5月期 11,602 5,212 44.9
（参考）自己資本 27年5月期第2四半期 5,300百万円 26年5月期 5,212百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 
 

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

26年5月期 ― 0.00 ― 21.00 21.00
27年5月期 ― 0.00
27年5月期（予想） ― 24.00 24.00

3. 平成27年 5月期の連結業績予想（平成26年 6月 1日～平成27年 5月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 11,270 11.8 1,072 5.4 1,030 4.0 635 7.5 70.56



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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「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。 
・当社は、平成27年１月23日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速
やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社毎日コムネットグリーン電力 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年5月期2Q 9,000,000 株 26年5月期 9,000,000 株
② 期末自己株式数 27年5月期2Q 42 株 26年5月期 42 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年5月期2Q 8,999,958 株 26年5月期2Q 8,999,958 株
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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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、政府による各種経済対策及び日本銀行による大規模

な金融緩和策を背景に、企業収益の改善や個人消費が底堅く推移するなど緩やかに回復を続けてまいりました。

一方で、欧州における金融不安の長期化や中国及び新興国の経済成長の鈍化等により、依然として先行き不透

明な状況となっております。

その状況の中、当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、平成26年春の大学入学者

数は60.8万人、大学生総数は285.4万人（文部科学省「学校基本調査」による）といずれも過去最高水準を維持し

ております。引き続き、少子化時代にあっても安定的に推移する大学生市場においては、さまざまなサービス分

野において学生の多様化するライフスタイルとニーズに応える低廉で高品質なサービスが求められていると言え

ます。

このような市場環境の中で当社グループは、事業の方向性を明確にし、戦略的投資を促進するため、不動産デ

ベロップメント部門と不動産マネジメント部門に第１四半期連結会計期間より新たにエネルギーマネジメント部

門を加えた３部門からなる「不動産ソリューション事業」と課外活動ソリューション部門と人材ソリューション

部門の２部門からなる「学生生活ソリューション事業」の２事業（セグメント）計５部門で事業展開を図ってお

ります。

特に、景気動向の影響を比較的受けにくい不動産ソリューション事業における不動産マネジメント部門は、ま

すます高まる学生の安心・快適な住居ニーズに支えられ順調に推移いたしました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,949,610千円（前年同四半期比16.5％増）、営業利益は

574,718千円（同30.9％増）、経常利益は489,803千円（同23.9％増）、四半期純利益は276,621千円（同20.2％増）

となりました。

① 売上高

当第２四半期連結累計期間の売上高は5,949,610千円（前年同四半期比16.5％増）となりました。セグメント

別には不動産ソリューション事業の売上高は4,774,066千円（同18.6％増）、学生生活ソリューション事業の売

上高は1,175,543千円（同8.5％増）となりました。また、部門別では、不動産デベロップメント部門は

1,160,259千円（同100.4％増）、不動産マネジメント部門は3,610,988千円（同4.8％増）、課外活動ソリューシ

ョン部門は1,171,543千円（同9.2％増）、人材ソリューション部門は4,000千円（同61.2％減）となりました。

また、第１四半期連結会計期間より新たに加わったエネルギーマネジメント部門におきましては、10月より太

陽光発電施設の一つが稼動を開始し当第２四半期連結累計期間での売上高は2,817千円となりました。

なお、不動産デベロップメント部門における売上高の増加は、販売用不動産の売却が前年同四半期に比べ増

加したことによるものであります。

② 営業利益

当第２四半期連結累計期間の不動産ソリューション事業の売上総利益は980,338千円（前年同四半期比18.3％

増）、セグメント利益は603,918千円（同28.6％増）となりました。また、学生生活ソリューション事業の売上

総利益は602,753千円（同9.7％増）、セグメント利益は293,021千円（同11.9％増）となりました。その結果、

各セグメントに配分していない全社費用322,220千円（同10.1％増）を調整し、全社の当第２四半期連結累計期

間の営業利益は574,718千円（同30.9％増）となりました。

③ 経常利益

当第２四半期連結累計期間の営業外損益は、マイナス84,914千円（前年同四半期はマイナス43,579千円）と

なり、その結果、当第２四半期連結累計期間の経常利益は489,803千円（前年同四半期比23.9％増）となりまし

た。

なお、営業外損益のマイナスの増加は、株式会社ワークス・ジャパンの持分法による投資損失が企業の新卒

採用活動の開始時期が12月から翌年３月に変更になった影響により前年に比べ大幅に増加したことによるもの

であります。

④ 四半期純利益

当第２四半期連結累計期間の特別損失に固定資産除却損8,137千円を計上したことにより、四半期純利益は

276,621千円（前年同四半期比20.2％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は11,661,800千円となり前連結会計年度末に比べ59,345千円増加いた

しました。この増加の主な要因は、現金及び預金が120,113千円の増加、流動資産のその他が472,225千円の増加、

土地が33,031千円の増加、有形固定資産のその他が412,892千円の増加、販売用不動産が912,941千円の減少及び

投資その他の資産のその他が68,045千円減少したことによるものであります。

負債合計は6,361,465千円となり前連結会計年度末に比べ28,384千円減少いたしました。この減少の主な要因

は、支払手形及び買掛金が55,965千円の減少、短期借入金が100,000千円の減少、社債（１年内償還予定分を含

む）が226,800千円の減少、未払法人税等が96,974千円の減少、賞与引当金が66,140千円の減少、流動負債のその

他が68,588千円の減少及び長期借入金（１年内返済予定分を含む）が571,600千円増加したことによるものであり

ます。

また、純資産合計は5,300,335千円となり前連結会計年度末に比べ87,729千円増加いたしました。この増加の主

な要因は、前期の剰余金の処分による配当金の支払188,999千円及び四半期純利益276,621千円を計上したことに

よるものであります。

その結果、自己資本比率は前連結会計年度の44.9％から45.5％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

（連結業績予想）

通期の連結業績予想につきましては、現時点では変更いたしませんが、重要な後発事象に記載した株式会社

ワークス・ジャパンの連結子会社化をふまえ、株式会社ワークス・ジャパンの営業状況、受注動向等を確認の

うえ、お知らせいたします。

（配当予想）

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。安定的な経営基盤の

確保と自己資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を業績に応じて行う

ことを基本方針としております。具体的には、配当性向について30％以上を継続的に実施していくことを目標

としております。

当社は、平成27年１月14日開催の取締役会において、平成27年５月期の期末配当予想について、第２四半期

の業績をふまえ、通期においても業績が順調に推移することが見込まれるため、平成26年７月10日に発表した

１株当たり22円の期末配当予想を、１株当たり２円増額し、１株当たり24円に修正することを決定いたしまし

たので、平成27年５月期の期末配当予想を修正いたします。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第２四半期連結累計期間において、自然エネルギーによる発電事業を開始するにあたり、第１四半期連結会

計期間の平成26年８月１日付で当社の100%出資となる連結子会社「株式会社毎日コムネットグリーン電力」を設

立し、不動産ソリューション事業に「エネルギーマネジメント部門」を新たに加えております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

当第２四半期連結累計期間（自 平成26年６月１日 至 平成26年11月30日）

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,111,993 4,232,106

受取手形及び売掛金 59,093 42,637

販売用不動産 2,289,050 1,376,109

貯蔵品 15,647 22,949

その他 778,582 1,250,807

貸倒引当金 △142 △41

流動資産合計 7,254,225 6,924,569

固定資産

有形固定資産

土地 1,297,674 1,330,706

その他（純額） 1,111,155 1,524,047

有形固定資産合計 2,408,829 2,854,754

無形固定資産 171,947 189,402

投資その他の資産

その他 1,734,351 1,666,305

貸倒引当金 △324 △386

投資その他の資産合計 1,734,026 1,665,919

固定資産合計 4,314,803 4,710,075

繰延資産 33,426 27,155

資産合計 11,602,454 11,661,800

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 165,990 110,025

短期借入金 500,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 614,400 328,437

1年内償還予定の社債 453,600 444,000

未払法人税等 229,255 132,281

賞与引当金 99,900 33,760

その他 801,268 732,679

流動負債合計 2,864,415 2,181,183

固定負債

社債 1,159,900 942,700

長期借入金 1,120,010 1,977,573

役員退職慰労引当金 203,460 212,460

その他 1,042,064 1,047,549

固定負債合計 3,525,434 4,180,282

負債合計 6,389,849 6,361,465
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 775,066 775,066

資本剰余金 511,183 511,183

利益剰余金 3,925,360 4,012,982

自己株式 △17 △17

株主資本合計 5,211,593 5,299,215

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,011 1,119

その他の包括利益累計額合計 1,011 1,119

純資産合計 5,212,605 5,300,335

負債純資産合計 11,602,454 11,661,800
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年11月30日)

売上高 5,108,286 5,949,610

売上原価 3,730,254 4,366,517

売上総利益 1,378,032 1,583,092

販売費及び一般管理費 939,086 1,008,374

営業利益 438,945 574,718

営業外収益

受取利息 3,202 2,416

受取配当金 139 148

経営指導料 7,339 15,230

その他 4,059 3,796

営業外収益合計 14,741 21,592

営業外費用

支払利息 23,390 21,028

持分法による投資損失 17,668 64,376

社債発行費等 16,239 14,459

その他 1,021 6,642

営業外費用合計 58,320 106,506

経常利益 395,365 489,803

特別利益

投資有価証券売却益 268 ―

特別利益合計 268 ―

特別損失

固定資産除却損 ― 8,137

特別損失合計 ― 8,137

税金等調整前四半期純利益 395,634 481,665

法人税、住民税及び事業税 190,424 229,113

法人税等調整額 △24,920 △24,068

法人税等合計 165,504 205,044

少数株主損益調整前四半期純利益 230,130 276,621

四半期純利益 230,130 276,621
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 230,130 276,621

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,231 107

その他の包括利益合計 △1,231 107

四半期包括利益 228,899 276,728

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 228,899 276,728

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間（自 平成26年６月１日 至 平成26年11月30日）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成25年６月１日 至 平成25年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２不動産ソリュ
ーション事業

学生生活ソリュ
ーション事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,024,800 1,083,486 5,108,286 － 5,108,286

　セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,024,800 1,083,486 5,108,286 － 5,108,286

セグメント利益 469,560 261,957 731,517 △292,572 438,945

(注) １ セグメント利益の調整額△292,572千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年６月１日 至 平成26年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２不動産ソリュ
ーション事業

学生生活ソリュ
ーション事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,774,066 1,175,543 5,949,610 － 5,949,610

　セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,774,066 1,175,543 5,949,610 － 5,949,610

セグメント利益 603,918 293,021 896,939 △322,220 574,718

(注) １ セグメント利益の調整額△322,220千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

当社は、平成26年12月18日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の持分法適用関連会社である株式会社

ワークス・ジャパン（以下、「ワークス・ジャパン」という。）の株式を追加取得し、同社を連結子会社化すること

について決議いたしました。

１．株式取得の理由

当社と、ワークス・ジャパンは、共同して新卒採用関連事業の拡大を目的として平成22年９月１日付で資本業

務提携し、平成25年５月期には新卒採用関連事業の営業機能をワークス・ジャパンに全面移管いたしました。

当社は、ワークス・ジャパンを連結子会社化することで、より一体となり事業運営強化を行い “学生人財”採

用支援ビジネスを構築し、学生と企業をつなぐ人材ソリューション事業を、当社グループの第三の柱として成長

させてまいります。

２．株式取得の相手先の概要

　名称 株式会社ＫＥＩアドバンス

　本店所在地 東京都千代田区麹町三丁目２番

　代表者 代表取締役社長 齊藤 守（当社取締役）

　事業内容 教育情報提供事業

３．異動する子会社の概要

　名称 株式会社ワークス・ジャパン

　本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目６番２号

　代表者 代表取締役社長 清水 信一郎

　資本金 112,500千円

　事業内容 企業人事部向け「若年層人材ソリューション」コンサルティングとサービス提供等

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

　異動前の所有株式数 760株 （議決権の数：760個） （議決権所有割合：38.0％）

　取得株式数 980株 （議決権の数：980個）

　取得価額 株式会社ワークス・ジャパンの普通株式 87,817千円

　異動後の所有株式数 1,740株（議決権の数：1,740個）（議決権所有割合：87.0％）

５．日程

　取締役会決議日 平成26年12月18日

　契約締結日 平成26年12月18日

　株式譲渡実行日 平成27年３月２日（予定）
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