
 
平成 19 年 10 月 10 日 

各   位 

会 社 名 日本精蠟株式会社 

                     代表者名 代表取締役社長 吉田 泰邦 

                         （コード番号 5010 東証第２部） 

問合せ先 常務取締役 井上 寛 

（ＴＥＬ 03-3523-3530） 

 

親会社等の決算に関するお知らせ 

 

当社の親会社等である、株式会社エー･ティー･エスの平成 19 年 7 月期決算の内容が確定い

た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  株式会社エー･ティー･エス 

(2)事業の内容    ホテル及びレストラン経営 

   (3)当社との関係    

  ①資本関係  議決権所有割合   28.3％（平成 19 年 6 月 30 日現在） 

     ②人的関係  該当事項はありません。 

     ③取引関係  該当事項はありません。 
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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

政府及び 外国法人 単元未満株式

地方公共 金融機関 証券会社 その他の 外国 等のうち 個人 計 の状況(株）

団体 法人 法人等 個人 その他

株主数(人） 1 1

所有株式数(単元) 400 400 0

所有株式数の割合(％) 100 100

　(2)大株主の状況

氏名又は名称

吉田奈由美

　(3)役員の状況

役名 所有株式数

代表取締役 0

常務取締役 0

取締役 0

取締役 400

取締役 0
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100

略歴

平成19年7月31日現在

 平成13年7月就任(現職)

 平成9年7月就任(現職)

 平成9年7月就任(現職)

 平成9年7月就任(現職)

 平成9年7月就任(現職)

東京都港区

平成19年7月31日現在

平成19年7月31日現在

株式の状況(1単元の株式数1株)

住所 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)所有株式数(株)

区分

氏名 生年月日

400

　羽生田久美子 昭和11年4月9日

　中津信治 昭和12年4月21日

　新井田勝雄 昭和18年7月13日

　吉田奈由美 昭和39年5月5日

　小原伸生 昭和44年7月5日



3.　財　務　諸　表

単位：千円

科目 金額 科目 金額

流動資産 213,291 流動負債 941,399

　　現金及び預金 112,438 　　買掛金 1,291

　　売掛金 0 　　短期借入金 880,053

　　カード売掛金 3,409 　　預り金 3,721

　　未収入金 34,752 　　未払法人税等 45,452

　　商品 4,654 　　未払消費税 10,880

　　未収利息 58,036 固定負債 5,188,300

固定資産 6,198,570 　　長期借入金 5,188,300

　有形固定資産 4,813,692 引当金等 4,200

　　建物 453,058 　　貸倒引当金 4,200

　　建物附属設備 76,581 負債の部合計 6,133,899

　　車両運搬具 10,574

　　什器備品 18,330

　　一括償却資産 6,466 株主資本 277,961

　　土地 4,248,680 　資本金 20,000

　無形固定資産 2,343 　利益剰余金 257,961

　　電話加入権 2,343 　　その他利益剰余金 257,961

　投資その他の資産 1,382,533

　　投資有価証券 754,052

　　出資金 3,000

　　長期貸付金 613,382

　　保険積立金 9,150

　　保証金 2,948 純資産の部合計 277,961

資産の部合計 6,411,861 負債・純資産の部合計 6,411,861

(注)金額は、千円未満切捨て
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純資産の部

　(1)貸　借　対　照　表（平成19年7月31日現在)

資産の部 負債の部



単位：千円

売上高 1,005,931

売上原価 17,985

売上総利益 987,945

販売費および一般管理費 596,501

営業利益 391,443

営業外収益

受取利息・配当金 68,398

雑収入 64,818 133,216

営業外費用

支払利息 158,985

貸倒損失他 176 159,162

経常利益 365,498

特別利益

貸倒引当金戻入益 3,700

その他 5 3,705

税引前当期純利益 369,204

法人税、住民税及び事業税 123,447

当期純利益 245,756

(注)　金額は、千円未満切捨て

(2)　損　益　計　算　書　（自平成18年8月1日　至平成19年7月31日）
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単位：千円

　株主資本

　　　資本金 前期末残高及び当期末残高 20,000

　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 前期末残高 12,205

当期変動額 当期純利益 245,756

当期末残高 257,961

　利益剰余金合計 前期末残高 12,205

当期変動額 245,756

当期末残高 257,961

　株主資本合計 前期末残高 32,205

当期変動額 245,756

当期末残高 277,961

純資産合計 前期末残高 32,205

当期変動額 245,756

当期末残高 277,961

　　(注)　金額は、千円未満切捨て

以上

(3)　株主資本等変動計算書（自　平成18年8月1日　　至平成19年7月31日)
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