
 

 

 
親会社等の決算に関するお知らせ 

 
当社の親会社等に関しまして、平成 18 年９月 20 日期の決算が確定いたしましたのでお

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 株式会社ユアーズ 

(2) 所在地  広島県安芸郡海田町南堀川町４番 11 号 

(3) 属性  その他の関係会社（当社が他の関連会社である場合におけ

る当該他の会社）に該当 

(4) 当社の議決権保有割合 40.9％（平成 18 年 11 月 30 日現在） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     平成 18 年 12 月 22 日  

各  位         

   会社名 株式会社 丸  和  

   代表者 代表取締役社長  根 石 義 浩 

   本社所在地 北九州市小倉北区大手町 10 番 10 号 

   （コード番号 ９８７４ 福 証）  

   問合せ先 役職 経営企画室長 

     氏名 三 澤 尚 文  

    ＴＥＬ 093-582-7100  



 

 

２．当該親会社等の財務諸表    
貸 借 対 照 表 

（平成 18 年９月 20 日現在） 

株式会社ユアーズ  （単位：千円）

科目 金額 科目 金額 

（資産の部） （負債の部） 

流動資産 4,215,329 流動負債 7,887,669

  現金及び預金 1,967,102 買掛金 3,893,520

  売掛金 246,878 短期借入金 363,200

  商品 686,938 １年以内返済長期借入金 1,996,198

  貯蔵品 54,694 未払金 57,513

  預け金 233,912 未払費用 716,475

  未収金 378,938 にこにこカード預り金 591,262

  繰延税金資産 41,389 商品券 46,320

  その他流動資産 605,476 賞与引当金 49,350

  未払法人税等 2,400

固定資産 17,643,960 未払消費税等 138,537

 有形固定資産 10,181,807 その他流動負債 32,891

  建物 2,572,103 固定負債 11,386,421

  建物附属設備 1,434,120 長期借入金 8,523,411

  構築物 284,723 社債 2,479,000

  車両運搬具 265 預り敷金保証金 324,107

  什器備品 775,748 預り建設協力金 59,903

  土地 5,114,845 負債合計 19,274,091

  

 無形固定資産 336,803 （純資産の部） 

  借地権 287,337 株主資本 2,780,215

  電話加入権 22,340 資本金 80,000

 その他の無形固定資産 27,125 資本剰余金 1,253,986

   資本準備金 1,253,986

 投資その他の資産 7,125,348 利益剰余金 1,446,228

  投資有価証券 3,720,696 利益準備金 12,500

  関係会社株式 321,127 その他利益剰余金 1,433,728

 出資金 31,853  別途積立金 505,000

  長期貸付金 100,008 繰越利益剰余金 928,728

  差入敷金保証金 2,213,450 純資産合計 2,780,215

  長期繰延税金資産 155,245   

  その他の投資等 582,966   

繰延資産  195,017   

資産合計 22,054,306 負債・純資産合計 22,054,306

 



 

 

損 益 計 算 書 

      

自 平成 17 年９月 21 日 

至 平成 18 年９月 20 日 

株式会社ユアーズ （単位：千円） 

科目 金額 

営業収益   39,310,696  

売上高 39,310,696   

営業費用  38,281,802  

売上原価 29,252,369   

販売費及び一般管理費 9,029,433   

営
業
損
益
の
部 

営業利益   1,028,893  

営業外収益  413,730  

受取利息 7,556   

受取配当金 1,020   

賃貸料及び共益費 208,281   

年契リベート及び協賛金 47,963   

雑収入 148,908   

営業外費用  320,603  

支払利息 275,305   

社債利息 36,121   

雑損失 9,176   

経
常
損
益
の
部 営

業
外
損
益
の
部 

経常利益   1,122,021  

特別利益  15,466  

 固定資産売却益 9,117   

 過年度損益修正益 6,348   

特別損失   809,920  

固定資産売却損 14,589   

その他特別損失 759,802   

特
別
損
益
の
部 

過年度損益修正損 35,528   

    税引前当期純利益   327,567   

   法人税、住民税及び事業税 2,400   

   法人税等調整額 164,960 167,360  

   当期純利益  160,207   

 
 
 

 



 

 

３．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

(1) 株式の所有者別状況   
平成 18 年９月 20 日現在

株式の状況 

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 

外国法

人等の

うち個

人 

個人そ

の他 
計 

株主数（人） - - - ２ - - ８ 10

所有株式数 - - - 204,443 - - 513,157 717,600

所有株式数

の割合（％） 
- - - 28.49 - - 71.51 100.00

 
(2) 大株主の状況 

平成 18 年９月 20 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(%)

根石紀雄 広島県安芸郡海田町南昭和町１-18 265,512 37.00

根石義浩 福岡県北九州市小倉北区中津口２-２-３ 143,520 20.00

㈲エヌ・ケイ・コーポレーション 広島県安芸郡海田町南昭和町１-18 107,003 14.91

㈱リテイル・ブレイン 東京都渋谷区西原３-36-13 97,440 13.58

根石義一 広島県安芸郡海田町三迫１-19-12 41,142 5.73

根石光雄 広島県安芸郡海田町三迫１-14-17 24,000 3.34

根石栄治 広島県安芸郡海田町三迫１-19-17 17,143 2.39

迫田稔雄 広島県広島市南区向洋新町２-９-７ 11,554 1.61

根石清子 広島県安芸郡海田町三迫１-19-12 5,143 0.72

佐々木哲郎 広島県安芸郡海田町昭和中町１-８ 5,143 0.72

計   717,600 100.00

 
 
 
 
 



 

 

(3) 役員の状況 

 
役職名 氏名 生年月日 略歴 所有 

株式数

（千株）

昭和 54年５月 当社代表取締役社長 代表取締役

会長 

根石義一 昭和 10 年 10 月 20 日生 

平成 18 年９月 当社代表取締役会長（現任） 

41 

平成３年９月 当社取締役 

平成 12 年９月 当社代表取締役副社長 

代表取締役

社長 

根石紀雄 昭和 36 年５月９日生 

平成 18 年９月 当社代表取締役社長（現任） 

265 

平成 14 年９月 当社取締役 専務取締役 細美秀明 昭和 32 年２月 14 日生 

平成 18 年９月 当社専務取締役（現任） 

- 

平成 15 年５月 当社取締役 常務取締役 川口秀雄 昭和 36 年１月 21 日生 

平成 18 年９月 当社常務取締役（現任） 

- 

取締役 根石義浩 昭和 40 年９月５日生 平成 14 年９月 当社取締役（現任） 143 

昭和 54 年５月 当社取締役 監査役 迫田稔雄 昭和 14 年 10 月 11 日生 

平成 18 年９月 当社監査役（現任） 

11 

昭和 54 年５月 当社取締役 監査役 俣野俊次 昭和 13 年 11 月 10 日生 

平成 14年 11月 当社監査役（現任） 

- 

計 461 

（注）所有株式数は、千位未満を切り捨てて記載しております。 

 
 

以 上 


