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平成 18 年 ８ 月 31 日 

 

各      位 

会 社 名  株式会社 ジー・テイスト 

代表者名  代表取締役社長  稲吉 史泰 

( ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 2694 ) 

問合せ先 取締役管理本部長 川上 一郎 

電   話 0 2 2 - 2 3 7 - 5 5 6 6 

 

親会社等に係る決算に関するお知らせ 

 
 当社の親会社である株式会社ジー・コミュニケーションの平成 18 年５月期の決算内容が確定し

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．親会社等の名称等 

  (1)親会社等の名称  株式会社ジー・コミュニケーション 

(2)代表者の氏名  稲吉 正樹 

(3)事 業 の 内 容  連結持株親会社及び店舗デザイン施工業務 

(4)当社との関係 

  ①資 本 関 係   議決権被所有割合 53.9％  

 

  ②人 的 関 係   稲吉史泰 （当社代表取締役社長） 

           川上一郎 （当社取締役管理本部長） 

           稲吉正樹 （当社取締役、親会社の代表取締役会長） 

 

  ③取 引 関 係   店舗デザイン施工業務の委託 

 

２．株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

 (1) 所有者別状況 
平成 18 年５月 31 日現在 

株式の状況（1単元の株式数 1株） 

外国法人等 
 

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 個人以外 個人 

個人  

その他 
計 

単元未満株

式の状況

（株） 

株主数（人） ― 1 ― 19 ― ― 41 61 ― 

所 有 株 数 

（単元） 
― 42 ― 1,192 ― ― 10,903 12,137 ― 

所有株式数

の割合（％） 
― 0.35 ― 9.82 ― ― 89.83 100.00 ― 

（注）平成 17 年 12 月１日付、平成 17 年 12 月 15 日付および平成 18 年１月 23 日付の取締役会決議に基づく第

三者割当増資により発行済株式数が 1,352 株、また新株予約権の行使により 900 株増加し、12,137 株とな

り、株主数は 61 名となっております。 
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（2）大株主の状況 
平成 18 年５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（％） 

稲吉正樹 愛知県蒲郡市元町13-14 10,364 85.39

投資事業有限責任組合エヌアイエフグロー

バルファンド無限責組合員 ｴﾇ･ｱｲ･ｴﾌSMBC

ﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ㈱ 

代表取締役 山村真一 

東京都中央区京橋１-２-１ 217 1.79

ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 無限

責任組合員 ㈱ジャフコ 

代表取締役 伊藤敏明 

東京都千代田区丸の内１-８-２ 200 1.65

SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 

無限責任組合員 ｴﾇ･ｱｲ･ｴﾌSMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ㈱ 

代表取締役 山村真一 

東京都中央区京橋１-２-１ 170 1.40

ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 

無限責任組合員 ㈱ジャフコ 代表取締役 

伊藤敏明 

東京都千代田区丸の内１-８-２ 120 0.99

稲吉美智子 愛知県蒲郡市元町13-14 100 0.82

髙橋 仁志 三重県松坂市湊町260 100 0.82

日本アジア投資㈱ 

代表取締役立岡登與次 
東京都千代田区永田町２-13-５ 87 0.72

ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 無限

責任組合員 ㈱ジャフコ 

代表取締役 伊藤敏明 

東京都千代田区丸の内１-８-２ 86 0.71

㈱ベンチャー・リンク 

代表取締役 松本信彦 
東京都台東区寿２-１-13 50 0.41
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（3）役員の状況 
平成 18 年 8月 31 日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 

株式数 

代表取締役 

会 長 
 稲吉 正樹 昭 和 44 年 ７ 月 ３ 日 生

平成８年１月 

 

平成９年６月 

 

平成 12 年９月 

 

平成 16 年７月 

平成 17 年９月 

㈲がんばる学園設立 

代表取締役社長就任 

㈱がんばる学園へ組織変更 

代表取締役社長 就任 

㈱ジー・コミュニケーションへ 

商号変更 

同社 代表取締役会長 就任(現任) 

㈱ジー・テイスト 取締役就任(現任) 

（株） 

 

 

10,264

代表取締役 

社 長 
 杉本 英雄 昭和 37 年４月 19 日生

昭和 60 年４月 

平成元年６月 

平成７年８月 

平成８年８月 

平成 16 年６月 

平成 16 年７月 

 

 

平成 17 年８月 

平成 18 年６月 

 

㈱日本エル・シーエー 入社 

㈱ベンチャー・リンク 入社 

同社 取締役 就任 

同社 常務取締役 就任 

同社 取締役 常務執行役員 就任 

㈱ジー・コミュニケーション 

取締役社長就任 

㈱ベンチャー・リンク 取締役 就任 

㈱ベンチャー・リンク常務執行役就任 

㈱ベンチャー・リンク常務執行役退任 

㈱ジー・コミュニケーション  

    代表取締役社長就任（現任） 

130

常務取締役 
経 営 企 画 

本 部 長 
加藤 綱義 昭 和 44 年 ９ 月 ４ 日 生

平成４年４月 

 

平成 14 年１月 

平成 14 年２月 

平成 15 年 11 月

平成 16 年２月 

平成 17 年 11 月

平成 18 年８月 

 

日本電信電話㈱(現 西日本電信電話㈱) 

入社 

㈱ジー・コミュニケーション 入社 

同社 取締役就任 

同社 常務取締役 管理本部長 就任 

同社 取締役 管理本部長 就任 

同社 取締役 経営企画本部長 就任 

同社 常務取締役 経営企画本部長就任 

              （現任） 

10

常務取締役 管理本部長 稲角 好宣 昭 和 38 年 ２ 月 ７ 日 生

昭和 60 年４月 

平成 15 年９月 

平成 17 年 11 月

 

平成 17 年 12 月

平成 18 年８月 

㈱日本エル・シーエー 入社 

㈱リンク・プロモーション監査役 就任 

㈱リンク・プロモーション監査役 退任 

㈱ジー・コミュニケーション 入社 

同社 取締役 管理本部長 就任 

同社 常務取締役管理本部長就任（現任）

5

常務取締役 
Ｍ＆Ａ統括 

本 部 長 
髙橋 仁志 昭和 43 年２月 22 日生

平成２年４月 

平成５年５月 

平成６年３月 

平成 18 年３月 

平成 18 年４月 

平成 18 年８月 

㈱三重銀行 入社 

アオキーズ・ピザ松阪店 創業 

㈱ハーシーズ設立 代表取締役社長就任 

㈱ジー・コミュニケーション 入社 

同社 取締役 M&A 統括本部長 就任 

同社 常務取締役 M&A 統括本部長 就任

(現任) 

100

監 査 役 常 勤 石井  寧 昭 和 40 年 ９ 月 ９ 日 生

平成２年４月 

平成６年 12 月 

平成 10 年４月 

平成 13 年９月 

平成 17 年４月 

㈱日本旅行 入社 

㈱コアズ 入社 

ワシントンホテル㈱ 入社 

㈱ジー・コミュニケーション 入社 

同社 監査役 就任(現任) 

－

監 査 役 常 勤 小島 敬介 昭和 18 年 11 月 13 日生

昭和 50 年９月 

平成 59 年７月 

平成元年４月 

平成 17 年２月 

平成 17 年 11 月

メトロ製菓㈱ 入社 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業 開業 

㈱サンマール 入社 

㈱サンウェイ 入社 

㈱ジー・コミュニケーション 

監査役就任(現任) 

－
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３．財務諸表 

（1）貸借対照表（平成 18 年５月 31 日現在） 

（単位：千円）   

科   目 金 額 科   目 金 額 

資産の部 負債の部 

流動資産 1,443,774 流動負債 3,570,480

    現金及び預金 206,961     買掛金 35,950

    売掛金 244,772     短期借入金 1,280,000

    商品 298,268

  未成工事支出金 72,052

    貯蔵品 46

    一年以内償還予定の 
長期借入金 

1,734,397

    前渡金 7,994

    未収金 246,264

    一年以内償還予定の 

社債 
20,000

    長期貸付金（1 年） 56,196   前受金 178,199

    子会社短期貸付金 206,940   未払金 194,012

    前払費用 15,644     未払費用 73,075

    繰延税金資産 15,919     未払法人税等 28,764

    その他 97,599     預り金 4,148

    貸倒引当金 △24,887     賞与引当金 18,193

固定資産 9,504,202     その他 3,739

  有形固定資産 1,015,390 固定負債 3,453,739

    建物・構築物 330,169     社債 50,000

    車両運搬具 5,905     長期借入金 3,400,239

    工具器具及び備品 13,635     その他 3,500

    土地 646,179 負債合計 7,024,220

   建設仮勘定 19,500 純資産の部 

  無形固定資産 10,886 株主資本 3,923,769

    ソフトウェア 4,260 資本金 1,858,210

    営業権 4,628 資本剰余金 1,541,400

    その他 1,997   資本準備金 1,541,400

  投資その他の資産 8,477,925  

    子会社株式 7,785,804 利益剰余金 524,159

    投資有価証券 101,977    利益準備金 16,763

    長期貸付金 177,156   その他利益剰余金 

    子会社長期貸付金 345,654      別途積立金 1,736

    差入保証金 31,544     繰越利益剰余金 505,659

    長期前払費用 19,517  

    繰延税金資産 7,665 評価・換算差額等 △12

  その他 26,037 その他有価証券評価差額金 △12

    貸倒引当金 △17,431 純資産合計 3,923,756

資産合計 10,947,976 負債及び純資産合計 10,947,976

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（2）損益計算書（平成 17 年６月１日から平成 18 年５月 31 日まで） 

（単位：千円）   

科   目 金    額 

（経常損益の部） 
営業損益の部 
営業収益 

  売上高 2,836,005
営業費用 

  売上原価 1,681,539
  販売費及び一般管理費 909,361 2,590,901

    営業利益 245,103
営業外損益の部 
  営業外収益 
   受取利息 21,605
   受取配当金 274,454
   その他 30,996 327,057

  営業外費用 
   支払利息 67,775
   その他 12,090 79,865

    経常利益 492,295
（特別損益の部） 
  特別利益 
   固定資産売却益 6,832
   固定資産受贈益 1,225
   投資有価証券売却益 12,962
   前期損益修正益 1,277 22,297

  特別損失 
   固定資産売却損 189
   固定資産除却損 48,644
   投資有価証券売却損 12,093
   前期損益修正損 19,690
   役員退職慰労金 11,500 92,117

    税引前当期純利益 422,476
  法人税、住民税及び事業税 59,474
  法人税等調整額 17,530 77,005

    当期純利益 345,470

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

   


