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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15期

第１四半期
連結累計期間

第14期

会計期間
自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

自平成27年10月１日
至平成28年９月30日

売上高 （千円） 884,764 2,915,655

経常利益 （千円） 150,499 452,716

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 99,974 298,156

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 102,818 297,259

純資産額 （千円） 1,122,278 1,334,861

総資産額 （千円） 1,742,744 1,950,939

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 12.17 38.93

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 12.02 38.49

自己資本比率 （％） 64.4 68.4

　（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．当社は、第14期第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第14期第１

四半期連結累計期間に係る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【事業の内容】

　当第１四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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四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、当第１四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。なお、当社は、前第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四

半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。

 

（1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日）において、平成28年11月の完全失

業率は3.1％（総務省調べ）、有効求人倍率は1.41倍（厚生労働省調べ）となるなど、人手不足を人材教育による効

率化で補いたいという市場ニーズは、前期に引き続き高くなっております。

　こうした中で当社グループでは、出店拡大による顧客に密着した営業活動の推進、デジタルマーケティングの強

化、「働き方改革」関連研修の開発・拡販に注力しました。

　加えて、公開講座事業ではまとめてご購入いただくことで割引となる「人財育成スマートパック」の拡販、セミ

ナールームの増床、利用顧客固定化のために、当社が運営する「公開講座」への申し込みを始め、提携する各社の

研修申し込みや書籍等の購入などが、ネット上で簡単に利用できるＷＥＢサービス「WEBinsource」の登録先数の拡

大、受講したい研修を受講者自身がWEB経由で自由に選べる公開講座申込システム「公開講座Leaf」のリリースを行

いました。

　さらに、人事サポートシステム「Leaf」の利用社数拡大、新サービス「ストレスチェック支援サービス」の拡販

に努めた他、新サービス営業力強化トータルサービス「Plants」をリリースいたしました。

　このような状況の中、当第１四半期連結累計期間における講師派遣型研修実施回数は前年同四半期比117％、公開

講座受講者数は前年同四半期比147％、「WEBinsource」登録先数は前年同四半期比156％となりました。また、人事

サポートシステム「Leaf」の利用社数は前年同四半期比327％、「ストレスチェック支援サービス」は官公庁を中心

に受注が拡大しました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高884,764千円、営業利益147,927千円、経常利益150,499千

円、親会社株主に帰属する四半期純利益は99,974千円となりました。

 

　また、第15期第１四半期連結累計期間の事業種別毎の売上高は次のとおりであります。

事業の名称
第15期第１四半期連結累計期間

（自　平成28年10月１日
　　至　平成28年12月31日）

講師派遣型研修事業（千円） 643,157

公開講座事業（千円） 173,165

その他事業（千円） 68,442

合計　　　　　　　（千円） 884,764

（注）１．当社グループは教育サービス事業の単一セグメントであり、セグメントに代えて事業種別毎に記載して

おります。

　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（2）財政状態の分析

①　流動資産

　当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ224,442千円減少し、1,334,664千円となり

ました。これは主に、現金及び預金が226,397千円減少したことによります。

②　固定資産

　当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べ16,248千円増加し、408,080千円となりまし

た。これは主に、投資その他の資産が6,650千円増加したことによります。

③　流動負債

　当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ6,110千円減少し、529,977千円となりまし

た。これは主に、賞与引当金が51,685千円増加したものの、買掛金が33,702千円、未払法人税等が25,627千円減少

したことによります。

④　固定負債

　当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ10,498千円増加し、90,489千円となりまし

た。これは資産除去債務が5,543千円、退職給付に係る負債が4,954千円増加したことによります。

⑤　純資産

　当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ212,583千円減少し、1,122,278千円となりま

した。これは主に、自己株式が225,000千円増加したことによります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 30,000,000

計 30,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
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13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 8,218,300 8,218,300
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権株式であ

り、株主としての権

利内容に何ら限定の

ない当社における標

準となる株式であり

ます。また、単元株

式数は100株であり

ます。

計 8,218,300 8,218,300 － －

 

 

（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10月１日

～

平成28年12月31日

－ 8,218,300 － 326,269 － 167,440
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（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

当第１四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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　8,217,800 82,178 －

単元未満株式 500 － －

発行済株式総数 8,218,300 － －

総株主の議決権 － 82,178 －

（注）１．平成28年12月21日開催の取締役会において、平成28年12月22日から平成28年12月29日までの期間に、普通株式

156,500株（取得総額270百万円）を上限とした自己株式の取得を行う旨決議いたしました。

なお、当該決議に基づき、平成28年12月22日から平成28年12月29日までに、当社普通株式150,000株を取得

し、当該決議に基づく自己株式の取得は終了しております。

２．当第１四半期会計期間末現在における当社所有の自己株式数は150,000株であります。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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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。

　なお、当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は

行っておりません。

 

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１四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年10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、新日本有限責任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９月30日）
当第１四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,189,198 962,801

売掛金 312,074 324,389

たな卸資産 24,875 19,783

その他 35,991 30,846

貸倒引当金 △3,034 △3,157

流動資産合計 1,559,106 1,334,664

固定資産   

有形固定資産 83,800 88,957

無形固定資産 103,259 107,700

投資その他の資産 204,772 211,422

固定資産合計 391,832 408,080

資産合計 1,950,939 1,742,744

負債の部   

流動負債   

買掛金 87,607 53,904

未払金 143,292 153,986

未払法人税等 79,700 54,072

賞与引当金 - 51,685

役員賞与引当金 - 3,552

その他 225,487 212,775

流動負債合計 536,087 529,977

固定負債   

退職給付に係る負債 35,203 40,158

資産除去債務 44,786 50,330

固定負債合計 79,990 90,489

負債合計 616,077 620,466

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,269 326,269

資本剰余金 167,440 167,440

利益剰余金 839,696 849,269

自己株式 - △225,000

株主資本合計 1,333,405 1,117,979

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,455 4,298

その他の包括利益累計額合計 1,455 4,298

純資産合計 1,334,861 1,122,278

負債純資産合計 1,950,939 1,742,744
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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１四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
 当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 884,764

売上原価 304,512

売上総利益 580,252

販売費及び一般管理費 432,324

営業利益 147,927

営業外収益  

受取利息 16

受取配当金 46

為替差益 2,090

その他 419

営業外収益合計 2,572

経常利益 150,499

特別損失  

固定資産除却損 467

特別損失合計 467

税金等調整前四半期純利益 150,032

法人税等 50,057

四半期純利益 99,974

親会社株主に帰属する四半期純利益 99,974
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
 当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 99,974

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 2,843

その他の包括利益合計 2,843

四半期包括利益 102,818

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 102,818

非支配株主に係る四半期包括利益 -
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【注記事項】

（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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四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。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「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、当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四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１四半

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。）は、次のとおりでありま

す。

 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年10月１日
　至 平成28年12月31日）

減価償却費 11,570千円

 

（株主資本等関係）

　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年10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12月21日

定時株主総会
普通株式 90,401 11 平成28年９月30日 平成28年12月22日 利益剰余金

 

２　基準日が当第１四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１四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　株主資本の金額の著しい変動

　（自己株式の取得）

　当社は、平成28年12月21日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、自己株式の取得を行いました。この結果、当第

１四半期連結累計期間において、自己株式が225百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において225百万

円となっております。

　なお、当該決議に基づく自己株式の取得につきましては、平成28年12月29日をもって終了しております。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、教育サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日）

（1）１株当たり四半期純利益金額 12.17円

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 99,974

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

金額（千円）
99,974

普通株式の期中平均株式数（株） 8,211,778

  

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 12.02円

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） -

普通株式増加数（株） 108,026

（うち新株予約権（株）） （108,026）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結

会計年度末から重要な変動があったものの概要

－

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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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13日

株式会社インソース

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石井　広幸

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 新居　幹也

 

　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イン

ソースの平成28年10月１日から平成29年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年10月１日から

平成28年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年10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、株式会社インソース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１四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おりません。
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