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平成29年9月8日 

各 位 

会 社 名 株式会社学究社 

代表者名 取締役会長兼代表執行役社長 河端 真一

 （コード 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

 （TEL 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 29 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 29 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) ― ― ― ― ― ― 1 1 ― 

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 29 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 8,143 100.0 

計 ― 8,143 100.0 

 

(3) 役員の状況 

平成 29 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） 
8,143

計 8,143
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３．財務諸表 

貸 借 対 照 表 
（平成 29 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) 380,002,747 (流動負債) 10,747,430

現金・預金 282,522,644 買掛金 189,565

前払費用 3,945,233 未払金 1,007,707

仮払金 400,000 未払法人税等 225,000

未収還付消費税等 60,236,980 前受金 9,180,000

未収還付法人税等 32,897,890 預り金 145,158

(固定資産) 5,910,678,990 (固定負債) 3,827,618,758

有形固定資産 5,154,741,678 長期借入金 3,735,972,758

建物 1,657,348,606  預り敷金 91,646,000

建物附属設備 109,098,740     

構築物 51,795,581     

車両運搬具 4,540,223     

工具器具備品 66,264,172     

土地 3,091,753,006     

建設仮勘定 163,025,200     

書画骨董品 8,341,850     

船舶 2,574,300     

無形固定資産 5,928,029     

電話加入権 72,800     

のれん 5,666,667     

商標権 188,562     

投資その他の資産 750,009,283     

出資金 10,000     

関係会社株式 731,935,765     

差入保証金 14,812,880 負債合計 3,838,366,188

長期前払費用 3,250,638 純資産の部 

(繰延資産) 294,840 (株主資本) 2,452,610,389

権利金 294,840 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 2,045,460,389

  繰越利益剰余金 2,045,460,389

  純資産合計 2,452,610,389

資産合計 6,290,976,577 負債及び純資産合計 6,290,976,577
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損 益 計 算 書 

( 
自 平成28年７月１日

至 平成29年６月30日 )
 (単位：円) 

科目 金額 

売上高 166,022,969 

売上原価 91,865,458 

売上総利益 74,157,511 

販売費及び一般管理費 174,128,111 

営業損失 99,970,600 

営業外収益  

受取利息 8,311  

受取配当金 214,800,000  

雑収入 83,844,602 298,652,913 

営業外費用  

支払利息割引料 2,620,585  

雑損失 97,350 2,717,935 

経常利益 195,964,378 

税引前当期純利益 195,964,378 

法人税、住民税及び事業税 758,000 

当期純利益 195,206,378 

 

以 上 


