
平成19年10月9日

  各   位

会 社 名

代表者の役職名 代表取締役社長 須 藤 　進

問 合 せ 先

電 話 番 号

親会社等に係る決算に関するお知らせ

   当社の親会社等である株式会社三共理化学研究所の平成19年7月期の決算内容が確定しましたので、
下記の通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 株式会社三共理化学研究所

(2)事業の内容 不動産賃貸業

(3)当社との関係

　　①資本関係 議決権被所有割合 35.17%

当社公開買付けに対して、株式会社三共理化学研究所が応募し、所有す

る当社株式を売却した結果、平成19年9月末日付の議決権被所有割合は、

25.15％となっております。

　　②人的関係 株式会社三共理化学研究所の取締役1名が当社取締役を兼務し、また、

監査役1名が当社監査役を兼務しております。

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

　　　　備　　　考
個人

8
2,000
100

(2)大株主の状況

　　　　氏　　　　名 　　　　住　　所 所有株式数 発行済総数対所有割合

　金　子　　毅   さいたま市浦和区 1,434株 71.70%
　金　子　　美智代   さいたま市浦和区 542株 27.10%
　　　　　　計 1,976株 98.80%

(3)役員の状況

　　　　役　　　　名 　　　　氏　　　　名 所有株式数

代表取締役社長 　　金　子　 　毅 昭和14年12月9日 1,434株
取　　締　　役 　　金　子　 　美智代 昭和17年2月22日 542株
取　　締　　役 　　横　山　　 英　裕 昭和18年4月10日 4株
監　　査　　役 　　會　田　　 伊左夫 昭和14年6月9日 4株

所有株式数の割合（％）

　生　年　月　日

計
8

2,000
100

株主数(人）

所有株式数(株）

三 共 理 化 学 株 式 会 社

048-786-2111（代表）

  ( コード番号 ：　５３８３ ＪＡＳＤＡＱ ）

取締役経営管理本部長  中林　正年

株式の状況区分



３．財務諸表

　　　　　　　　　貸　　借　　対　　照　　表
　　　　　　　　　　　　平成　１９　年　７月　３１日　現在 (単位：千円）
　　資　　　産　　　の　　　部 　　負　債　及　び　資　本　の　部
　　科　　　　　目 　金　　　　　額 　　科　　　　　目 　金　　　　　額

　　負債の部
　[流　動　資　産] 358,350 　[流　動　負　債] 641
　　1.現  金  預  金 357,799 　　1.未　払　金 77
　　2.未　収　入　金 540 　　2.預 　り　金 136
　　3.立　替　金 11 　　3.未払消費税等 267
　[固　定　資　産] 448,945 　　4.未払費用 161
（１）有形固定資産 219,147
　　1.建　　　　物 115,739
　　2.建物附属設備 5,593 　[固　定　負　債] 53,233
　　3.構　　築　　物 7,233 　　1.預り保証金 17,608
　　4.工具器具備品 550 　　2.長期借入金 35,625
　　5.土　　　　地 90,032

　　負　債　合　計 53,874
（２）無形固定資産 8,476
　　1.電話加入権 33 　　純資産の部
　　2.施設利用権 1,250 　[資　　本　　金] 100,000
　　3.借地権 7,193

　[資本剰余金] 18,000
（３）投　資　等 221,322
　　1.投資有価証券 218,641 　[利益剰余金] 635,421
　　2.長期貸付金 2,000 　　1.利益準備金 8,000
　　3.差入保証金 134 　　2.再評価積立金 582
　　4.長期前払費用 547 　　3.役員退職積立金 15,000

　　4.任意積立金 515,000
　　5.繰越利益剰余金 96,839
　　純資産合計 753,421

　資　　産　　合　　計　 807,295 　負　債・純資産　合　計 807,295

　　　　　　　損　　益　　計　　算　　書
　　　　　　　　　　　自　平成18年　8月　1日
　　　　　　　　　　　至　平成19年　7月 31日 (単位：千円）
　　　　　　科　　　　　　　目 　　　　　金　　　　　　　　額
経　常　損　益　の　部
　　営　業　損　益　の　部　
　　　　資産運用収入
　　　　　　家賃収入 35,509
　　　　　　受取配当金 61,085 96,594
　　　　資産運用原価
　　　　　　仕入高 15,184 15,184
　　　　資産運用損益 81,410
　　　　営業費用
　　　　　　販売費及び一般管理費 29,237 29,237
　　営　業　利　益 52,173
　　営　業　外　損　益　の　部
　　　　営業外収益
　　　　　　受取利息 88
　　　　　　雑収入 30 118
　　　　営業外費用
　　　　　　支払利息 1,084 1,084
　　経　常　利　益 51,207
特　別　損　益　の　部
　　特　別　利　益 0
　　特　別　損　失 0
税引前当期純利益 51,207
法人税・住民税事業税 7,770
当期純利益 43,437

以上



株式会社三共理化学研究所 （単位：円）　
Ⅰ株主資本

資本金 前期末残高 100,000,000
当期変動額 新株の発行　 0
当期末残高 100,000,000

資本剰余金
　資本準備金 前期末残高 18,000,000

当期変動額 新株の発行　 0
当期末残高 18,000,000

　その他資本剰余金 前期末残高及び当期末残高 0
資本剰余金合計 前期末残高 18,000,000

当期変動額 0
当期末残高 18,000,000

利益剰余金
　利益準備金 前期末残高 7,000,000

当期変動額 配当に伴う積立 1,000,000
当期末残高 8,000,000

　その他利益剰余金
　　その他積立金 前期末残高 15,582,697

当期変動額 0
当期末残高 15,582,697

　　別途積立金 前期末残高 495,000,000
当期変動額 20,000,000
当期末残高 515,000,000

　　繰越利益剰余金 前期末残高 84,402,768
当期変動額 剰余金の配当 -10,000,000

当期純利益 43,436,806
その他変動額 -21,000,000

当期末残高 96,839,574
利益剰余金合計 前期末残高 601,985,465

当期変動額 33,436,806
当期末残高 635,422,271

自己株式 前期末残高 0
当期変動額 0
当期末残高 0

株主資本合計 前期末残高 719,985,465
当期変動額 33,436,806
当期末残高 753,422,271

Ⅱ 評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 前期末残高 0

当期変動額 0
当期末残高 0

純資産合計 前期末残高 719,985,465
当期変動額 33,436,806
当期末残高 753,422,271

　株主資本等変動計算書　

平成１８年８月１日　～　平成１９年７月３１日



株 式 会 社　三 共 理 化 学 研 究 所

　代表取締役社長　金　 子　 　毅　 殿

を認めます。

　 以   上

監査の結果、上記の書類は法令および定款に準拠して作成され、適法かつ正確であること

平成19年9月18日

監　査　役　　會田伊左夫

　監 　　査 　　報　　 告　 　書　

私は、平成１８年８月１日から平成１９年７月３１日までの第５期事業年度の事業報告、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関する議案および附属明細書を

一般に認められた監査基準に従って監査しました。


