
 

平成 28 年 10 月 27 日 

各位 

 

会 社 名 株式会社学究社 

代表者名 取締役兼代表執行役社長 河端 真一 

（コード番号：9769 東証第一部） 

問合せ先 専務執行役兼管理本部長 平井 芳明 

（電話：03-6300-5311） 

 

 

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ 

 

 当社の非上場の親会社等（その他の関係会社）であるケイエスケイケイ株式会社の決算内容に

つきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．非上場の親会社等の概要 

(1) 名  称 ケイエスケイケイ株式会社 

(2) 所 在 地 東京都新宿区揚場町２番 19 号 徳ビル６階 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 河端 真一 

(4) 事業の内容 不動産賃貸業、飲食店運営等 

(5) 資 本 金 100,000,000 円 

(6) 当社との関係 非上場の親会社等の議決権所有割合 33.45% 

 （平成 28 年３月 31 日現在） 

  



２．株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 

(1) 所有者別状況 

平成 28 年６月 30 日現在

区分 

政府及び

地方 

公共団体 

金融 

機関 

証券 

会社 

その他

の法人

外国法人等 

個人 

その他 
計 

単元未

満株式

の状況

(株) 

個人

以外
個人

株主数(人) ― ― ― ― ― ― 2 2 ―

所有株式数(株) ― ― ― ― ― ― 8,143 8,143 ―

所有株式数の 

割合（％） 
― ― ― ― ― ― 100.0 100.0 ―

 

(2) 大株主の状況 

平成 28 年６月 30 日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 
発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

河端 真一 東京都国立市 7,482 91.9 

計 ― 7,482 91.9 

 

(3) 役員の状況 

平成 28 年６月 30 日現在

役職及び職名 氏名 略歴 所有株式数(株) 

代表取締役 河端 真一 
昭和 58 年 11 月 代表取締役就任

（現任） 
7,482

計 7,482

 

  



３．財務諸表 

貸 借 対 照 表 

（平成 28 年６月 30 日現在） 

(単位：円)

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

(流動資産) 1,217,846,334 (流動負債) 312,251,213

現金・預金 1,213,425,383 買掛金 1,714,062

売掛金 1,777,735 未払金 4,793,621

原材料 482,102 未払法人税等 305,575,800

前払費用 2,044,114 預り金 167,730

未収入金 117,000 (固定負債) 786,702,800

(固定資産) 2,138,118,570 役員からの長期借入金 786,702,800

有形固定資産 2,016,236,039     

建物 701,005,118     

建物附属設備 111,994,175     

構築物 55,941,629     

車両運搬具 1,463,425     

工具器具備品 78,547,041     

土地 925,249,869     

建設仮勘定 128,892,933     

書画骨董品 7,993,250     

船舶 5,148,599     

無形固定資産 9,952,249     

電話加入権 72,800     

のれん 9,666,667     

商標権 212,782     

投資その他の資産 111,930,282     

出資金 10,000     

関係会社株式 96,335,765     

差入保証金 14,795,080 負債合計 1,098,954,013

長期前払費用 789,437 純資産の部 

(繰延資産) 393,120 (株主資本) 2,257,404,011

権利金 393,120 資本金 100,000,000

    資本剰余金 307,150,000

    資本準備金 307,150,000

    利益剰余金 1,850,254,011

    繰越利益剰余金 1,850,254,011

    純資産合計 2,257,404,011

資産合計 3,356,358,024 負債及び純資産合計 3,356,358,024

 

  



損 益 計 算 書 

自 平成 27 年７月１日 

至 平成 28 年６月 30 日 

 (単位：円) 

科目 金額 

売上高   119,430,768 

売上原価   49,159,592 

売上総利益   70,271,176 

販売費及び一般管理費   172,710,034 

営業損失   102,438,858 

営業外収益     

受取利息 9,263   

受取配当金 214,800,000   

雑収入 9,395,029 224,204,292 

営業外費用     

雑損失 56,355 56,355 

経常利益   121,709,079 

特別利益     

関係会社株式売却益 1,175,158,200 1,175,158,200 

特別損失     

固定資産除却損 2,661,492 2,661,492 

税引前当期純利益   1,294,205,787 

法人税、住民税及び事業税   338,473,957 

当期純利益   955,731,830 

 

以上 


