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平成 19 年 8 月 31 日 

各  位 
会 社 名 旭 ホ ー ム ズ 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 坂谷 賢一 

                        （JASDAQ・コード番号 １９１３） 
問合せ先  管 理 部 長    竹内 和浩 
電話番号 ０４２－３１０－０６１８ 

 

親会社に係る決算に関するお知らせ 
 
今般、当社の親会社に係る決算内容(平成 19 年 5 月期)につきまして、下記のとおりお知

らせ致します。 
 

1． 親会社の名称等 
(1)名称 セボン株式会社 
(2)代表者の役職・氏名    代表取締役社長 山﨑喜久男 
(3)主な事業内容 不動産の売買・仲介・管理、建築工事の請負・企画・設

計・管理及びコンサルタント業務 他 
(4)当社との関係         
①資本関係 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

議決権被所有割合 87.30% 
②人的関係 (平成 19 年 8 月 31 日現在) 

          出向社員  １２名 
受入出向社員 ２名 

③取引関係(平成 19 年 8 月 31 日現在) 
建築請負、不動産取引、資金借入 

 
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 19 年 5月 31 日現在） 

株式の状況(1 単元の株式数 1,000 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) ― 4 2 17 ― ― 49 72 ― 

所有株式数 

(単元) 
― 70 20 2,128 ― ― 7,179 9,397 16,942

所有株式数

の割合(%) 
― 0.74 0.21 22.62 ― ― 76.43 100.00 ― 

(注) 自己株式 2,056,264 株は、「個人その他」に 2,056 単元、「単元未満株式の状況」に 264 株を含めて記載

しております。 
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(2) 大株主の状況 
（平成19年5月31日現在）

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％）

山﨑 喜久男 東京都調布市  3,685  39.14

セボン株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目23番７号 2,056 21.84

有限会社山﨑商事 東京都調布市布田四丁目20番５号 1,405  14.92

山﨑 久美子 東京都調布市  373  3.96

セボン従業員持株会 東京都新宿区西新宿一丁目23番７号 345 3.66

アント・ブリッジ２号

投資事業有限責任組合
東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 236 2.50

有限会社河内コーポレ

ーション 
東京都府中市若松町五丁目７番８号 117 1.25

山﨑 猛雄 東京都調布市 112 1.18

ＪＭＡＭＰＥ１号 

投資事業組合 
東京都中央区築地二丁目10番６号 110 1.16

ＪＭＡＭ１号 

投資事業組合 
東京都中央区築地二丁目10番６号 110 1.16

計 － 8,551 90.83
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(3)役員の状況                                平成19年5月31日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株)

昭和 55 年８月 株式会社晃伸入社 

昭和 57 年７月 当社代表取締役社長就任(現任) 

代表取締役 取締役社長 山 﨑 喜久男 昭和 26 年３月 24 日生
平成８年８月 

平成 14 年 4 月

有限会社山﨑商事代表取締役就任(現

任) 

株式会社ダイシン代表取締役就任 

(現任) 

3,668

昭和 62 年４月 コミー株式会社入社 

平成９年 11 月 当社入社 

平成 15 年 11 月 当社経営企画室長 

平成 16 年８月 当社取締役経営企画室長 

常務取締役  林   昇 二 昭和 28 年２月６日生

平成 17 年１月 当社常務取締役(現任) 

5

昭和 60 年６月 株式会社ヤマケン入社 

平成２年 10 月 当社入社 

平成 13 年６月 当社仕入企画部長 

平成 14 年８月 当社取締役仕入部長 

常務取締役  黒 田 哲 也 昭和 31 年 10 月 15 日生

平成 17 年１月 当社常務取締役(現任) 

14

昭和 51 年８月 明和観光株式会社入社 

平成５年３月 当社入社 

平成 13 年 10 月 当社西東京支店長 

平成 14 年８月 当社取締役西東京支店長 

常務取締役  宮 本 啓太郎 昭和 29 年 7 月 28 日生

平成 17 年１月 当社常務取締役(現任) 

14

平成２年４月
株式会社大和ハウジング設立 

代表取締役 

平成６年３月 当社入社 

平成 11 年７月 当社取締役営業部長 

平成 13 年 12 月 当社取締役渋谷支店長 

常務取締役  大 崎 國 夫 昭和 20 年８月 12 日生

平成 17 年１月 当社常務取締役(現任) 

10

昭和 47 年 4月

昭和 62 年 10 月

株式会社オンワード樫山入社 

株式会社山﨑企画代表取締役 

昭和 63 年１月 当社入社 

平成 12 年５月 当社取締役営業副部長 
取締役 

企画開発 
部長 

山 﨑 猛 雄 昭和 27 年３月 12 日生

平成 14 年６月

平成 16 年 12 月

当社取締役営業部長 

当社取締役企画開発部長(現任) 

112

昭和 48 年３月 横河ヒューレット・パッカード 

株式会社入社

平成７年１月 当社入社 

平成 12 年３月 当社社長室長 取締役 社長室長 多田納 芳 信 昭和 24 年 10 月８日生

平成 17 年８月

平成 18 年 7月

当社取締役社長室長(現任) 

セボン債権回収株式会社代表取締役 

（現任） 

14

昭和 46 年８月 東海汽船株式会社入社 

昭和 52 年７月 当社取締役 

平成６年９月 当社取締役営業部長 

平成７年３月 当社取締役事業開発室長 

平成７年 11 月 当社取締役営業部室長 

常勤監査役  相 馬 健 二 昭和 22 年 12 月 13 日生

平成 11 年 12 月 当社監査役(現任) 

93

昭和 58 年８月 東京アカウンティングセンター株式会

社入社 

昭和 60 年７月 監査法人中央会計事務所入所 

昭和 63 年７月 中央クーパース・アンド・ライブラン

ド・コンサルティング株式会社入社 

平成５年３月 有限会社カズコーポレーション代表取

締役(現任) 

監査役  松 竹 直 喜 昭和 33 年６月 30 日生

平成 12 年８月 当社監査役 (現任) 

―

昭和 27 年７月 警視庁警察官採用 

平成３年３月 警察学校長 

平成 12 年６月 交通情報サービス株式会社代表取締役
監査役  橋 本 忠 重 昭和８年 12 月 17 日生

平成 16 年８月 当社監査役(現任) 

―

計 3,931

(注1）監査役松竹直喜および橋本忠重は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

(注2）取締役山﨑猛雄は、代表取締役社長山﨑喜久男の実弟であります。 
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３．財務諸表 

(1)貸借対照表（平成 19 年 5月 31 日現在） 

 (単位：千円)

資   産   の   部 負   債   の   部 

科        目 金        額 科        目 金        額 

【流動資産】 76,337,105 【流動負債】 53,898,773 

 現金及び預金 15,069,967 買掛金 1,227,792 

 売掛金 573,700 短期借入金 44,724,102 

 販売用不動産 26,710,856 一年以内返済長期借入金 2,183,850 

 仕掛販売用不動産 29,472,013 一年以内償還予定社債 1,412,000 

 販売用不動産前渡金 1,870,652 未払金 864,644 

 前払費用 273,419 未払法人税等 2,021,707 

 短期貸付金 1,320,695 未払事業税等 517,495 

 繰延税金資産 289,186 未払費用 381,353 

 その他流動資産 786,791 前受金 182,090 

 貸倒引当金 △ 30,176 賞与引当金 67,820 

【固定資産】 16,645,339 役員賞与引当金 200,000 

 （有形固定資産） 2,283,379 その他流動負債 115,919 

 建物 477,675 【固定負債】 13,219,634 

 構築物 773 社債 4,145,000 

 車輌運搬具 9,362 長期借入金 7,227,234 

 工具器具備品 62,748 退職給付引当金 140,518 

 土地 1,732,819 役員退職慰労引当金 922,360 

 （無形固定資産） 72,561 預り保証金 767,452 

 電話加入権 7,149 その他固定負債 17,068 

 ソフトウェア 65,412 負債の部計 67,118,407 

 （投資等） 14,289,399 純 資 産 の 部 

 投資有価証券 335,074 [株主資本] 25,822,438 

 関係会社株式 3,895,296 【資本金】 1,030,000 

 出資金 355,185 【資本剰余金】 792,810 

 長期前払費用 232,048 資本準備金 792,810 

 長期貸付金 7,629,140 【利益剰余金】 27,299,416 

 繰延税金資産 440,363 利益準備金 67,600 

 差入保証金 445,339 （その他利益剰余金） 27,231,816 

 保険積立金 639,588 別途積立金 16,400,000 

 長期性預金 319,600 繰越利益剰余金 10,831,816 

 その他 11,250 【自己株式】 △ 3,299,788 

 貸倒引当金 △ 13,487 [評価・換算差額等] 41,599 

   【その他有価証券評価差額金】 41,599 

   純資産の部計 25,864,038 

 資産の部計 92,982,446 負債及び純資産の部計 92,982,446 
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(2)損益計算書 

自  平成 18 年 6月 1 日 

至  平成 19 年 5月 31 日               (単位：千円)

     金          額 

【営業収益】    

不動産販売高  85,144,792   

不動産賃貸収入  1,132,265   

付帯事業収入  48,607 86,325,664 

【売上原価】      

不動産売上原価    66,065,327 

売上総利益    20,260,337 

【販売費及び一般管理費】    8,008,902 

営業利益    12,251,434 

【営業外収益】      

受取利息  270,035   

受取配当金  6,423   

受取保険返戻金  158,980   

匿名組合投資収益  55,330   

雑収入  50,952 541,723 

【営業外費用】      

支払利息  1,499,340   

雑損失  498,772 1,998,112 

経常利益    10,795,045 

【特別利益】      

固定資産売却益  959   

債権回収差益  46,468 47,427 

【特別損失】      

固定資産売却損  11,357   

固定資産除却損  475   

ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ取引評価損  1,985  

貸倒引当金繰入額  10,536  

減損損失  10,852   

会員権評価損  9,145 44,352 

税引前当期純利益    10,798,121 

法人税･住民税及び事業税  4,695,216   

法人税等調整額  △ 188,754 4,506,462 

当期純利益    6,291,659 

 

 

 
以 上 


