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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41期

第３四半期
連結累計期間

第42期
第３四半期
連結累計期間

第41期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 7,924,988 8,065,783 9,711,689

経常利益 (千円) 1,860,952 2,023,931 1,418,388

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(千円) 1,152,974 1,314,357 832,274

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,156,540 1,286,364 836,738

純資産額 (千円) 2,978,285 3,102,738 2,658,483

総資産額 (千円) 5,490,493 5,483,730 5,117,335

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 107.74 122.82 77.77

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 53.6 56.6 51.2
 

 

回次
第41期

第３四半期
連結会計期間

第42期
第３四半期
連結会計期間

会計期間

 
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

 

 
自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

 

１株当たり四半期純利益 (円) 53.77 67.10
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に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３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善がみられ、景気は緩やかな回復基調で推

移いたしました。一方、海外経済については、全体として緩やかに回復しているものの、アメリカ大統領選後の金融

政策の影響や中国を始めとするアジア新興国の経済の先行き等、不確実性に留意が必要な状況が続いております。

　学習塾業界におきましては、少子化による市場の縮小や家庭内における教育費の抑制が続く中で、大学入試改革の

実施も控え、企業間競争に一層拍車がかかっております。

　このような状況の中、当社グループは、学齢人口の増加が続いている東京都内及び近郊エリアに、「ena」（集団授

業）、「マイスクールena」（個別指導）を中心とする進学塾を展開し、生徒・保護者様のニーズに応えられる教育環

境を築いてまいりました。また、各家庭において私立中学・高校への進学という投資効果に対する意識が高まる中、

特に人気が上昇している都立中高一貫校及び都立難関高校コースの充実を図り、生徒・保護者様のニーズにきめ細か

く応えることのできる学習指導に取り組んでまいりました。

　当第３四半期連結累計期間におきましては、授業料の値下げ等の施策による生徒数の増加が、冬期講習生の確保に

繋がり、当第３四半期累計期間の売上高の増加に貢献いたしました。

　また、費用面では、株主優待に関する費用や合宿所の維持・管理費用等が増加したものの、広告宣伝活動の見直し

により広告宣伝費が減少したこと等により、営業費用全体としては前年同四半期累計期間と比較して減少いたしまし

た。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,065百万円（前年同四半期比1.8%増）、営業利益は2,006百

万円（前年同四半期比8.1%増）、経常利益は2,023百万円（前年同四半期比8.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は1,314百万円（前年同四半期比14.0%増）となりました。
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 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、セグメント別の売上高はセグメント間の内部取引消去

前の金額によっております。

 

① 教育事業

小中学生部門につきましては、授業料の値下げ等の施策により生徒数が増加した結果、冬期講習売上が前年よ

り堅調に推移したこと等の理由により、売上高は前年同四半期と比較し増加いたしました。

　個別指導部門につきましては、前年度と比較し生徒数が低調に推移したことにより、売上高は前年同四半期と

比較して減少いたしました。

　大学受験部門につきましては、前年度と比べ退塾生が増加した等の理由により、売上高は前年同四半期と比較

して減少いたしました。

　看護・医療系受験部門「ena新宿セミナー」につきましては、前年度と比較して当四半期会計期間の授業数が増

加したこと、営業活動を強化したこと等の理由により、売上高は前年同四半期と比較して増加いたしました。

　芸大・美大受験部門「ena新宿美術学院」につきましては、特別講座等が堅調に推移したこと、効果的な広告宣

伝及び営業活動に注力したことに伴い受講者数が増加したこと等の理由により、売上高は前年同四半期と比較し

て増加いたしました。

　海外校舎を主に展開するGAKKYUSHA USA グループ（GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.、GAKKYUSHA CANADA CO.,LTD.、

GAKKYUSHA SINGAPORE PTE.LTD.及び株式会社学究社帰国教育）につきましては、主として株式会社学究社帰国教

育において生徒数が増加したことにより、外貨ベースでの売上高は前年同四半期と比較して増加したものの、為

替相場の影響により、邦貨ベースでの売上高は前年同四半期と比較して減少いたしました。

　これらの結果、売上高は7,844百万円（前年同四半期比1.1％増）となりました。

 

② その他

インターネットによる受験、教育情報の配信サービス事業につきましては、一般企業等に対する売上は前年同

四半期と比較して減少したものの、学校法人に対する売上は学校企画広告を中心に受注が伸び、前年同四半期と

比較して増加いたしました。また、ネットワーク広告売上につきましては、媒体改善施策を行った結果、ページ

ビューやユーザー数が増加したこと等により、前年同四半期と比較して増加いたしました。

　これらの結果、売上高は271百万円（前年同四半期比53.0％増）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、182百万円増加し、1,413百万円となりました。これは、主として現

金及び預金の増加等によるものであります。

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、183百万円増加し、4,070百万円となりました。これは、主として建

物及び構築物、工具、器具及び備品、差入保証金の増加等によるものであります。

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、366百万円増加し、5,483百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、30百万円増加し、2,108百万円となりました。これは、主として未払

法人税等、その他の増加、前受金の減少等によるものであります。

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、108百万円減少し、272百万円となりました。これは、主として長期

借入金の減少等によるものであります。

 この結果、負債は前連結会計年度末に比べて、77百万円減少し、2,380百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて、444百万円増加し、3,102百万円となりました。これは、主として親会

社株主に帰属する四半期純利益を計上したこと、配当金の支払い等によるものであります。

　この結果、自己資本比率は、56.6％（前連結会計年度末は51.2％）となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(5) 主要な設備

　　当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計

画の著しい変更はありません。
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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 30,834,000

計 30,834,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２月10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 10,701,192 10,701,192
東京証券取引所
(市場第一部）

単元株式数は
100株であります。

計 10,701,192 10,701,192 ― ―
 

 

(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
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年12月31日 ― 10,701,192 ― 806,680 ― 243,664
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四半期会計期間末日現在の「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（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成28年12月31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         100
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  10,697,400 106,974 ―

単元未満株式 普通株式       3,692 ― ―

発行済株式総数  10,701,192 ― ―

総株主の議決権 ― 106,974 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式4株が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

平成28年12月31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）
株式会社学究社

東京都国立市東
一丁目４番地

100 ― 100 0.00

計 ― 100 ― 100 0.00
 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社学究社(E04796)

四半期報告書

 7/18



第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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)に基づいて作成しております。

 

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３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、海南監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 834,732 1,004,755

  売掛金 131,571 120,322

  商品 57,565 55,307

  貯蔵品 103 103

  その他 209,393 235,988

  貸倒引当金 △2,985 △3,116

  流動資産合計 1,230,381 1,413,360

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 3,179,961 3,349,091

    減価償却累計額 △1,365,896 △1,417,028

    建物及び構築物（純額） 1,814,065 1,932,062

   工具、器具及び備品 621,611 714,410

    減価償却累計額 △447,939 △490,761

    工具、器具及び備品（純額） 173,672 223,649

   土地 642,924 642,915

   その他 41,601 58,120

    減価償却累計額 △30,609 △44,197

    その他（純額） 10,991 13,923

   有形固定資産合計 2,641,654 2,812,550

  無形固定資産   

   のれん 242,504 217,714

   その他 92,562 74,845

   無形固定資産合計 335,066 292,560

  投資その他の資産   

   差入保証金 725,524 784,296

   その他 244,840 233,412

   貸倒引当金 △60,131 △52,450

   投資その他の資産合計 910,233 965,259

  固定資産合計 3,886,954 4,070,370

 資産合計 5,117,335 5,483,730
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 24,638 9,426

  1年内返済予定の長期借入金 216,679 188,348

  未払法人税等 310,490 470,201

  前受金 895,632 668,542

  賞与引当金 28,720 19,740

  その他 602,149 752,717

  流動負債合計 2,078,310 2,108,975

 固定負債   

  長期借入金 200,015 80,018

  退職給付に係る負債 178,791 182,181

  その他 1,735 9,817

  固定負債合計 380,541 272,016

 負債合計 2,458,852 2,380,992

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 806,680 806,680

  資本剰余金 165,912 1,166

  利益剰余金 1,675,576 2,347,868

  自己株式 △129 △174

  株主資本合計 2,648,039 3,155,541

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △25,732 △52,802

  その他の包括利益累計額合計 △25,732 △52,802

 非支配株主持分 36,176 -

 純資産合計 2,658,483 3,102,738

負債純資産合計 5,117,335 5,483,730
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 7,924,988 8,065,783

売上原価 4,874,157 4,829,869

売上総利益 3,050,830 3,235,914

販売費及び一般管理費 1,193,747 1,229,014

営業利益 1,857,082 2,006,899

営業外収益   

 受取利息 472 384

 受取配当金 4 3

 受取補償金 - 5,555

 貸倒引当金戻入額 2,221 6,824

 その他 16,451 11,054

 営業外収益合計 19,150 23,822

営業外費用   

 支払利息 4,353 2,776

 為替差損 2,068 3,689

 賃貸借契約解約損 8,463 -

 その他 395 323

 営業外費用合計 15,280 6,789

経常利益 1,860,952 2,023,931

特別損失   

 減損損失 75,707 70,101

 固定資産売却損 21,358 -

 固定資産除却損 1,889 8,712

 本社移転費用 - 8,418

 特別損失合計 98,955 87,233

税金等調整前四半期純利益 1,761,997 1,936,698

法人税等 609,560 623,262

四半期純利益 1,152,437 1,313,435

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △537 △922

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,152,974 1,314,357
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 1,152,437 1,313,435

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 4,102 △27,070

 その他の包括利益合計 4,102 △27,070

四半期包括利益 1,156,540 1,286,364

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,157,077 1,287,287

 非支配株主に係る四半期包括利益 △537 △922
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【注記事項】

(会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この変更による当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

 至 平成28年12月31日)

税金費用の計算  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年

度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して

おります。

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合

理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっ

ております。
 

 

(追加情報)

 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

当社グループの教育事業では、通常授業のほかに、春期、夏期、冬期の各講習会を実施しております。そのた

め、売上高は各講習会の時期に増大することから、四半期ごとの実績に季節的変動があります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 

 
 
 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 184,860 千円 192,716千円

のれんの償却額 24,790 千円 24,790千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

 

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月14日
取締役会

普通株式 535,059 100 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

 

２. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、第１四半期連結会計期間より、「企業結合会計基準」等を適用しております。この結果、第１四半期

連結会計期間の期首において、のれんが160,587千円及び資本剰余金が77,752千円減少するとともに、利益剰余金

が82,835千円減少しております。

　また、平成27年６月30日付で自己株式2,798,368株の消却を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累

計期間において資本剰余金が1,000,000千円、利益剰余金が323,893千円及び自己株式が1,323,893千円減少してお

ります。

 
当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

 

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
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５月12日
取締役会

普通株式 642,065　 60　 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
 

 

 

２. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成28年８月31日付で、連結子会社である株式会社インターエデュ・ドットコムの株式を追加取得い

たしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において、資本剰余金が164,745千円減少し、当第３四半期連

結会計期間末において資本剰余金が1,166千円となっております。

 

EDINET提出書類

株式会社学究社(E04796)

四半期報告書

14/18



 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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

　当社グループの報告セグメントは教育事業のみであり、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項)

　当社グループの報告セグメントは教育事業のみであり、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

３．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

　(固定資産に係る重要な減損損失)

　教育事業において、減損損失75,707千円を計上しております。

 

　(のれんの金額の重要な変動)

　第１四半期連結会計期間より、「企業結合会計基準」等を適用しております。

　この変更によるのれんの減少額は、当第３四半期連結累計期間において、その他の区分が160,587千円であ

ります。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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

　当社グループの報告セグメントは教育事業のみであり、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項)

　当社グループの報告セグメントは教育事業のみであり、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

３．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

　(固定資産に係る重要な減損損失)

　教育事業において、減損損失70,101千円を計上しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益 107円74銭 　122円82銭

 (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 1,152,974 1,314,357

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

1,152,974 1,314,357

普通株式の期中平均株式数(株) 10,701,164 10,701,085
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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２月９日

株式会社学究社

取締役会 御中

海 南 監 査 法 人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士  斎　　　藤　　　　勝   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士  畑   中   数   正   印

 

 

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」に掲げられている株式会社学究社

の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

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連結財務諸

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連結財務諸表に対す

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社学究社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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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