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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20期

第２四半期
連結累計期間

第21期
第２四半期
連結累計期間

第20期

会計期間

自平成26年
　10月１日
至平成27年
　３月31日

自平成27年
　10月１日
至平成28年
　３月31日

自平成26年
　10月１日
至平成27年
　９月30日

売上高 （千円） 3,794,771 3,796,417 7,274,270

経常利益 （千円） 757,622 627,128 1,143,825

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 438,068 376,107 644,168

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 422,829 399,303 628,625

純資産額 （千円） 4,824,779 4,613,751 4,810,863

総資産額 （千円） 7,914,107 7,055,906 7,361,177

１株当たり四半期(当期）純利益金額 （円） 40.42 34.83 59.04

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 40.11 － 58.82

自己資本比率 （％） 60.9 65.3 65.3

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 77,935 681,107 2,155,975

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △240,315 △177,063 △450,373

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 253,200 △786,000 △554,992

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
（千円） 604,491 1,382,271 1,664,506

 

回次
第20期

第２四半期
連結会計期間

第21期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自平成27年
　１月１日
至平成27年
　３月31日

自平成28年
　１月１日
至平成28年
　３月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 22.40 27.39

　（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、消費税は含んでおりません。

３．第21期第２四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期(当期）純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．翌１年基準で計上する売掛債権額（税抜）は、第20期第２四半期末1,315,214千円（対象保険会社数17

社）、第20期末628,514千円（対象保険会社17社）及び第21期第２四半期末183,559千円（対象保険会社数18

社）であります。なお、第20期末及び第21期における売掛債権残高の減少は、主として一部の売掛債権を流

動化したことによるものであります。

　（翌１年基準につきましては、後述「第一部　企業情報　第２　事業の状況　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」をご参照ください。）
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５．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日）等を適用し、第21期第１四半期連

結累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としており

ます。

６．第21期の１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式については、「株式給

付信託（J-ESOP）」制度に係る信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有す

る当社株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。

 

２【事業の内容】

　当第２四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２四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２四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（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日）等

を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

（1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成27年10月１日～平成28年３月31日）におけるわが国経済は、企業業績や雇用情

勢の改善等から緩やかな回復基調にありましたが、一方で中国や新興国経済の減速や世界的な地政学リスク増大に

より、景気動向に重要な影響を与える懸念が強まっており、また個人消費動向も引き続き足踏みの様相が見られて

おります。

保険業界においては、日銀のマイナス金利導入を受け、貯蓄性の高い一時払い終身保険や個人年金等の一部商品

が販売停止になる等の動きが出ております。また、改正保険業法の施行を目前に控え、保険募集管理態勢の一層の

強化が求められております。

このような状況の下、当社グループは、保険流通改革のパイオニア企業として国内最大級の保険選びサイト

「保険市場（ほけんいちば）」を主軸とする「Web to Call to Real」の一気通貫型サービスにより、お客様のあ

らゆる保険ニーズに対応できるプラットホーム戦略を推進してまいりました。

国内最大級の保険選びサイト「保険市場（ほけんいちば）」は、保険情報のディストリビューターとしてさらな

るお客様のユーザビリティ向上と、保険会社各社との連携強化のための進化を追求しております。特に、スマート

フォン・タブレットを含めたあらゆるデバイスを通じた保険の比較・申込サービスの拡充を一層推進し、マーケッ

ト動向に機敏に対応しながら、保険に対するニーズに着実にアプローチしております。当社独自開発の顧客管理シ

ステムを活用したCRM戦略の一環として協業提携先とのネットワーク化を進め、万全の顧客管理と保全管理体制を

構築しながら、高度なお客様サービスを実現しております。加えて、SNSやキュレーションサイトを活用した効果

的なWebマーケティングにより、投資効率と営業生産性のさらなる向上を図っております。

さらに、ガバナンス体制およびコンプライアンス体制の充実や情報セキュリティ体制の強化を継続し、改正保険

業法に先んじた保険募集管理態勢の構築に向けて全社的に取り組み、管理体制面においても積極的に経営資源を投

下しております。

これらの取り組みの中、マイナス金利政策の影響による貯蓄性保険商品の販売停止や保険商品の見直し、保険業

法改正に向けた人的資源の投入等、保険代理店事業としては厳しい営業環境にあり、売上高において当初予想数値

を下回る結果となりました。一方、広告代理店事業においては、保険選びサイト「保険市場（ほけんいちば）」の

価値向上に伴い広告メディア関連の売上が好調に推移致しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,796百万円（前年同期比0.0％増）、営業利益は642百万円

（前年同期比14.6％減）、経常利益は627百万円（前年同期比17.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

376百万円（前年同期比14.1％減）となりました。
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セグメントの業績は次のとおりであります。

保険代理店事業におきましては、当第２四半期連結累計期間の営業収益は3,376百万円（前年同期比3.0％減）、

営業利益は480百万円（前年同期比28.7％減）となりました。

広告代理店事業におきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は430百万円（前年同期比128.5％増）、営

業利益は103百万円（前年同期比154.5％増）となりました。

再保険事業におきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は311百万円（前年同期比17.7％増）、営業利

益は57百万円（前年同期比53.2％増）となりました。

 

（2）資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は305百万円減少し7,055百万円、負

債は108百万円減少し2,442百万円、純資産は197百万円減少し4,613百万円となりました。

資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少282百万円であります。負債の減少の主な要因は、社債の減少100

百万円によるものであります。また、純資産の減少の主な要因は、株式給付信託導入等に伴う自己株式の増加349

百万円によるものであります。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ282百万円減少し、1,382百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況

は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間においては、税金等調整前四半期純利益594百万円（前年同期は716百万円）、売上債

権の減少額720百万円（前年同期は530百万円の増加）等により、営業活動の結果獲得した資金は681百万円（前年同

期は77百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、無形固定資産の取得による支出142百万円

（前年同期は150百万円の支出）等があり、177百万円の支出（前年同期は240百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、自己株式の取得による支出349百万円（前年

同期はなし）、配当金の支払額246百万円（前年同期は209百万円の支出）等により、786百万円の支出（前年同期は

253百万円の収入）となりました。

 

（4）保険代理店事業に係る売上計上について

保険代理店事業の主たる収入は保険代理店手数料収入であります。当社は、保険契約の媒介及び代理行為に伴

い、各保険会社との契約及び手数料規程に基づき保険代理店手数料を受領しております。

保険代理店手数料の受領形態は、保険商品の種類（生命保険・損害保険、契約期間(１年・複数年)、保険料支払

方法(年払い・月払い)、その他）、保険会社毎の契約及び規程により様々な形態があり、保険契約成立時に受領す

るもの（初回手数料）及び保険契約継続に応じて受領するもの（２回目以降手数料）等、これらについて一括又は

分割ならびにその受領割合等が異なるものが存在しております。

　当社は、初回手数料については保険契約成立時に受領する手数料額を売上計上しているほか、２回目以降手数料

の一部については、複数年にわたる期間を対象とする保険契約のうち保険会社より計算結果確認書面の受領が可能

である等の条件の下、翌１年の間に回収される手数料額を売上計上する翌１年基準を採用しております（一方で、

将来発生する解約に備えて引当金を計上しております）。

 

（5）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ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。

 

（6）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 42,000,000

計 42,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年５月11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 10,999,100 10,999,100
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

100株

計 10,999,100 10,999,100 － －

 

 

（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１月１日～

平成28年３月31日
－ 10,999,100 － 2,915,314 － 16,005
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（６）【大株主の状況】

  平成28年３月31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（％）

有限会社濱田ホールディングス　 大阪市中央区安土町2丁目3-13　 2,206,200 20.05

濱田　佳治　 大阪府豊中市　 759,400 6.90

メットライフ生命保険株式会社　

（常任代理人　シティバンク銀行株

式会社)

東京都墨田区太平4丁目1番3号

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
549,600 4.99

濱田　亜季子 大阪府豊中市 472,200 4.29

住友生命保険相互会社

（常任代理人　日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社）

東京都中央区築地7丁目18-24　

（東京都中央区晴海1丁目8-11）
461,900 4.19

富国生命保険相互会社

（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）　

 東京都千代田区内幸町2丁目2-2

（東京都中央区晴海1丁目8-12）
450,000 4.09

太陽生命保険株式会社 東京都中央区日本橋2丁目7-1 365,500 3.32

ＡＩＧ富士生命保険株式会社

（常任代理人　日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社）

 

東京都港区虎ノ門4丁目3-20

（東京都中央区晴海1丁目8-11）　

 

273,000 2.48

三井住友海上火災保険株式会社　 東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地 249,400 2.26

資産管理サービス信託銀行株式会社

（信託Ｅ口）
東京都中央区晴海1丁目8-12 222,900 2.02

計 － 6,010,100 54.64

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年３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）    普通株式　　　57,300 － －

完全議決権株式（その他）  　普通株式　10,941,000 109,410 －

単元未満株式    普通株式 　　　　800 － －

発行済株式総数  10,999,100 － －

総株主の議決権 － 109,410 －

（注）１．資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式222,900株（議決権の数2,229個）

につきましては「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式57株が含まれております。
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②【自己株式等】

平成28年３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（％）

株式会社アドバン

スクリエイト

大阪市中央区瓦町

三丁目５番７号
57,300 － 57,300 0.52

計 － 57,300 － 57,300 0.52

（注）資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式222,900株（2.02％）は、上記自己保

有株式に含めておりません。

 

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。

 

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２四半期連結会計期間（平成28年１月１日から平

成28年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成28年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、桜橋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27年９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,667,529 1,385,294

受取手形及び売掛金 1,494,704 775,597

未収入金 545,843 887,338

繰延税金資産 84,640 69,270

その他 384,766 478,744

流動資産合計 4,177,485 3,596,245

固定資産   

有形固定資産 572,597 679,709

無形固定資産   

のれん 13,369 －

ソフトウエア 201,472 170,159

その他 372,527 554,256

無形固定資産合計 587,370 724,415

投資その他の資産   

投資有価証券 329,361 360,991

差入保証金 582,716 593,876

保険積立金 868,809 868,809

繰延税金資産 140,249 134,463

その他 100,584 96,422

投資その他の資産合計 2,021,721 2,054,564

固定資産合計 3,181,689 3,458,689

繰延資産 2,003 971

資産合計 7,361,177 7,055,906

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 214,982 211,997

賞与引当金 131,806 129,753

代理店手数料戻入引当金 44,759 3,169

店舗閉鎖損失引当金 － 7,898

資産除去債務 4,469 －

その他 1,172,839 1,103,514

流動負債合計 1,768,856 1,656,332

固定負債   

社債 100,000 －

退職給付に係る負債 212,868 218,459

資産除去債務 73,949 181,178

その他 394,640 386,184

固定負債合計 781,457 785,822

負債合計 2,550,314 2,442,154
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,915,314 2,915,314

資本剰余金 352,328 352,328

利益剰余金 1,473,829 1,602,885

自己株式 △14,493 △363,858

株主資本合計 4,726,978 4,506,670

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 79,085 102,281

その他の包括利益累計額合計 79,085 102,281

新株予約権 4,800 4,800

純資産合計 4,810,863 4,613,751

負債純資産合計 7,361,177 7,055,906
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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26年10月１日
　至　平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

売上高 ※２ 3,794,771 ※２ 3,796,417

売上原価 716,424 751,812

売上総利益 3,078,346 3,044,604

販売費及び一般管理費 ※１ 2,325,657 ※１ 2,402,172

営業利益 752,689 642,431

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,561 4,188

為替差益 15,850 －

未払配当金除斥益 517 551

その他 717 432

営業外収益合計 19,646 5,171

営業外費用   

支払利息 8,734 4,808

支払保証料 2,462 2,263

支払手数料 1,756 12,093

その他 1,760 1,310

営業外費用合計 14,713 20,475

経常利益 757,622 627,128

特別損失   

訴訟損失引当金繰入額 ※３ 41,412 －

店舗閉鎖損失 － ※４ 32,143

特別損失合計 41,412 32,143

税金等調整前四半期純利益 716,209 594,985

法人税、住民税及び事業税 284,839 205,194

法人税等調整額 △6,698 13,682

法人税等合計 278,141 218,877

四半期純利益 438,068 376,107

親会社株主に帰属する四半期純利益 438,068 376,107
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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26年10月１日
　至　平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

四半期純利益 438,068 376,107

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,239 23,196

その他の包括利益合計 △15,239 23,196

四半期包括利益 422,829 399,303

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 422,829 399,303

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 716,209 594,985

減価償却費 180,163 145,294

店舗閉鎖損失 － 32,143

繰延資産償却額 1,760 1,031

のれん償却額 13,369 13,369

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） 6,257 △41,589

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,072 △2,052

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 8,933 5,591

受取利息及び受取配当金 △2,561 △4,188

支払利息 8,734 4,808

売上債権の増減額（△は増加） △530,442 720,942

その他 △80,311 △475,491

小計 308,040 994,843

利息及び配当金の受取額 2,561 4,188

利息の支払額 △9,085 △4,809

法人税等の支払額 △223,580 △216,115

訴訟関連損失の支払額 － △97,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,935 681,107

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △24,231 △2,444

無形固定資産の取得による支出 △150,219 △142,043

投資有価証券の取得による支出 △65,672 △961

貸付金の回収による収入 447 －

差入保証金の差入による支出 △6,168 △17,946

差入保証金の回収による収入 11,224 1,070

その他 △5,694 △14,736

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,315 △177,063

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,250,000 －

短期借入金の返済による支出 △850,000 －

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

自己株式の取得による支出 － △349,364

自己株式の処分による収入 254,000 －

配当金の支払額 △209,377 △246,767

その他 △91,421 △89,868

財務活動によるキャッシュ・フロー 253,200 △786,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 △787 △278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90,034 △282,235

現金及び現金同等物の期首残高 514,457 1,664,506

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 604,491 ※１ 1,382,271
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表

に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（会計上の見積りの変更）

（資産除去債務の見積りの変更）

　不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、移転・退店等の新たな情報

の入手に伴い、支店の退去時に必要とされる原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。見積りの変更に

よる増加額を変更前の資産除去債務残高に89,581千円加算しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

１．従業員持株会支援信託ESOP

　当社は、当社グループ従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与と福利厚生の拡充を目的

として、「従業員持株会支援信託ESOP」を導入しております。

(1)取引の概要

　当該信託は、信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間内に取得し

ます。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。

(2)「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号　平成27

年３月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3)信託が保有する自社の株式に関する事項

①信託における帳簿価額は前連結会計年度51,000千円、当第２四半期連結会計期間39,520千円であります。信託

が保有する自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しておりません。

②期末株式数は前連結会計年度58,200株、当第２四半期連結累計期間45,100株であり、期中平均株式数は、前第

２四半期連結累計期間76,402株、当第２四半期連結累計期間50,193株であります。期末株式数及び期中平均株

式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。

 

２．株式給付信託（Ｊ-ESOP）

　当社は、平成27年11月11日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経

済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的と

して、当社従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ-ESOP）」の導入を決

議致しました。

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上

の取扱い」(実務対応報告第30号　平成27年３月26日)を適用しております。

(1)取引の概要

　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社従業員に対して、当社株式を給

付する仕組みです。

　当社は、当社従業員に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに

相当する当社株式を給付します。当社従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分

も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
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(2)信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式

として計上しております。当第２四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は299,577千円、株式数は

222,900株であります。

 

（法人税率の変更等による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法

定実効税率は従来の32.2％から平成28年10月１日に開始する連結会計年度及び平成29年10月１日に開始する連結会

計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8％に、平成30年10月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異等については30.6％となります。

　この税率変更による損益への影響は軽微であります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　１．当社では、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契

約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年９月30日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年３月31日）

当座貸越極度額 2,400,000千円 2,400,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 2,400,000千円 2,400,000千円

 

　２．保証債務

　従業員持株会支援信託ESOPの導入に伴い従業員持株会支援信託における金融機関からの借入に対して債

務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成27年９月30日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年３月31日）

従業員持株会支援信託口（株式会社アドバ

ンスクリエイト）
18,150千円 120千円
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（四半期連結損益計算書関係）

※１.　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日

　　至 平成27年３月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日

　　至 平成28年３月31日）

報酬給与 749,756千円 766,655千円

賞与引当金繰入額 115,839千円 129,753千円

退職給付費用 24,340千円 21,811千円

 

※２．代理店手数料戻入引当金繰入額

　売上高の控除項目として処理しており、金額は下記のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日）

代理店手数料戻入引当金繰入額 57,820千円 3,169千円

 

※３．訴訟損失引当金繰入額

　訴訟の進行状況等に鑑み、訴訟等に係る損失に対する備えとして計上しており、金額は下記のとおりであ

ります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成27年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成28年３月31日）

訴訟損失引当金繰入額 41,412千円 －千円

 

 

※４．店舗閉鎖損失引当金繰入額

　店舗閉鎖損失には店舗閉鎖損失引当金繰入額が含まれており、金額は下記のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成27年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成28年３月31日）

店舗閉鎖損失引当金繰入額 －千円 7,898千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日）

現金及び預金勘定 607,513千円 1,385,294千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △3,022 △3,022

現金及び現金同等物 604,491 1,382,271
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年10月１日　至　平成27年３月31日）

１．配当に関する事項

（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26年11月11日

取締役会
普通株式 209,602 20  平成26年９月30日  平成26年12月22日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四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２四半期連結会計期

間末後となるもの

（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12日

取締役会
普通株式 219,602 20  平成27年３月31日  平成27年６月８日 利益剰余金

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　当第２四半期連結累計期間において、新株予約権の行使に伴う自己株式の処分により、自己株式処分差損が

122,865千円発生し、自己株式が378,925千円減少しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末にお

いて資本剰余金は352,328千円、自己株式は14,383千円となっております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成28年３月31日）

１．配当に関する事項

（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11月11日

取締役会
普通株式 247,050 22.50  平成27年９月30日  平成27年12月21日 利益剰余金

（注）平成27年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式に対す

る配当金1,309千円が含まれております。

 

（２）基準日が当第２四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２四半期連結会計期

間末後となるもの

（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11日

取締役会
普通株式 246,189 22.50  平成28年３月31日  平成28年６月６日 利益剰余金

（注）平成28年５月11日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式に対す

る配当金1,014千円及び株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式に対する配当金5,015千円が含まれておりま

す。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　当第２四半期連結累計期間において、「株式給付信託（J-ESOP）」制度の導入により、信託が当社株式を取

得したことおよび自己株式の取得に伴い、自己株式が349,364千円増加しております。この結果、当第２四半

期連結会計期間末において自己株式は363,858千円となっております。
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（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26年10月１日　至　平成27年３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

     （単位：千円）

 報告セグメント

合計
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２ 
保険代理店

事業

広告代理店

事業
再保険事業

売上高       

外部顧客への売上高 3,349,845 180,153 264,773 3,794,771 － 3,794,771

セグメント間の内部売上高又

は振替高
133,063 8,204 － 141,268 △141,268 －

計 3,482,909 188,357 264,773 3,936,040 △141,268 3,794,771

セグメント利益 673,152 40,597 37,739 751,489 1,200 752,689

（注）１.セグメント利益の調整額1,200千円はセグメント間取引消去によるものです。

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一致しております。

 

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27年10月１日　至　平成28年３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

     （単位：千円）

 報告セグメント

合計
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２ 
保険代理店

事業

広告代理店

事業
再保険事業

売上高       

外部顧客への売上高 3,058,247 426,408 311,760 3,796,417 － 3,796,417

セグメント間の内部売上高又

は振替高
318,530 3,999 － 322,529 △322,529 －

計 3,376,778 430,408 311,760 4,118,946 △322,529 3,796,417

セグメント利益 480,087 103,312 57,832 641,231 1,200 642,431

（注）１.セグメント利益の調整額1,200千円はセグメント間取引消去によるものです。

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一致しております。

 

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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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、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。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成27年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成28年３月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 40円42銭 34円83銭

（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）
438,068 376,107

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）
438,068 376,107

普通株式の期中平均株式数（株） 10,836,169 10,797,553

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 40円11銭 －

（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） 83,918 －

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

― ―

（注）１．当第２四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．平成26年３月31日以前に契約を締結した従業員持株会支援信託ESOP

従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式は、「１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めておりません（前第２四半期連結累計期間76,402株、当第２四半期

連結累計期間50,193株）。

３．平成26年４月１日以降に契約を締結した株式給付信託（J-ESOP）

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金額

の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

当第２四半期連結累計期間における１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均

株式数は161,998株であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成28年５月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（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11日

取締役会
普通株式 246,189 22.50  平成28年３月31日  平成28年６月６日 利益剰余金
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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28年５月11日

株式会社アドバンスクリエイト

取締役会　御中

 

桜橋監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 川﨑　健一　　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 富田　鉄平　　　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アドバ

ンスクリエイトの平成27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年１月

１日から平成28年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成28年３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、四半期連結

キャッシュ・フロー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、株式会社アドバンスクリエイト及び連結子会社の平成28年３月31日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

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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