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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グッドヒル株式会社の平成 19 年 7 月期の決算が確定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 親会社の名称等 

 

 

親会社の商号又は名称 

 

 

親会社等の議決権所有割合（%）

 

親会社が発行する株券が

上場されている取引所等 

 

グッドヒル株式会社 

 

 

53.8％ 

 

なし 

 

２． 開示資料 

・ 平成 19 年 7 月期 決算報告書 

・ 株式の所有者別状況 

・ 大株主の状況 

・ 役員の状況 

 

 

 

以上 



（単位・千円）

科     目 金   額 科     目 金   額

 流動資産 2,899,281  流動負債 2,268,218

       現金および預金 728,773        支払手形 487,164

       売掛金 264,060        買掛金 86,202

       有価証券 9,995        未払金 130,671

       材料 3,441        未払工料 219,886

       副材料 71,881        預り金 24,147

       仕掛品 48,321        短期借入金 1,320,000

       短期貸付金 3,120        法人税等引当金 146

       関係会社貸付金 1,701,961

       未収金 58,748  固定負債 4,738,962

       立替金 23,878        長期借入金 4,603,744

       貸倒引当金 ▲ 14,900        退職給与引当金 81,288

       長期預り金 53,930

 固定資産 6,503,935

    有形固定資産 2,800,323 負 債 合 計 7,007,181

       建物 370,495

       構築物 16,458

       機械設備 37,983  株主資本 2,400,827

       車両運搬具 1,264     資本金 100,000

       什器備品 3,893     利益剰余金 2,300,827

       土地 2,370,228        利益準備金 32,000

    無形固定資産 6,054        その他の利益剰余金 2,268,827

       権利金 2,031           任意積立金 2,200,000

       電話加入権 4,023           繰越利益剰余金 68,827

    投資その他の資産 3,697,556          （当期純利益） (66,471)

       関係会社株式 1,247,514

       投資有価証券 736,315

       長期貸付金 1,616,142

       敷金 377

       その他の投資 110,106 純 資 産 合 計 2,400,827

       貸倒引当金 ▲ 12,900

 繰延資産 4,791

       その他繰延資産 4,791

資 産 合 計 9,408,008 負債･純資産合計 9,408,008
注　　　1受取手形割引高 　　 0千円
　　　　 2有形固定資産の減価償却累計額 1,330千円

資  産  の  部 負  債  の  部

純  資  産  の  部

   貸 借 対 照 表
 （平成19年7月31日現在）



（自　平成18年8月　1日）
（至　平成19年7月31日）

（単位・千円）

科     目

 売上高 4,895,296

 売上原価 4,456,360

     期首商品棚卸高 0

    当期商品仕入高 38,210

     期末商品棚卸高 0

     当期製造原価 4,466,471

     売上総利益 438,935

 一般管理費 341,433

営業利益 97,501

 営業外収入 311,723

     受取利息・配当金 200,811

     雑収入 110,912

 営業外費用 234,992

     支払利息 232,134

     雑損失 2,857

経常利益 174,233

 特別損失 107,761

     固定資産除却損 107,761

当期純利益 66,471

（単位・千円）

 Ⅰ繰越利益剰余金 68,827

          前期繰越利益 2,355

          当期純利益 66,471

 Ⅱ利益処分額 61,000

          利益準備金 1,000

          配当金（年10％） 10,000

          任意積立金 50,000

 Ⅲ次期繰越利益剰余金 7,827

金   　　　　　額

損 益 計 算 書

利益剰余金処分



（自　平成18年8月　1日）
（至　平成19年7月31日）

（単位・千円）

任意積立金 繰越利益剰余金

前期末残高 100,000 31,000 2,050,000 163,355 2,244,355 2,344,355 2,344,355

当期変動額

利益準備金 1,000 ▲ 1,000

任意積立金 150,000 ▲ 150,000

剰余金の配当 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000 ▲ 10,000

当期純利益 66,471 66,471 66,471 66,471
自己株式の取得

当期変動額合計 1,000 150,000 ▲ 94,528 56,471 56,471 56,471

当期末残高 100,000 32,000 2,200,000 68,827 2,300,827 2,400,827 2,400,827
　　　　　　　　　　注　期末発行済株式数 200,000株

株主資本等変動計算書

純資産合計
資本金

株 主 資 本

株主資本合計
その他利益剰余金利益準備金 利益剰余金合計

利　益　剰　余　金



【株式等の状況】

（1）所有者別状況

平成　19年　10月　20日現在

政府及び その他 外国法人 外国法人 個人その 単元未満株式
区分 地方公共 金融機関 証券会社 法人 等 等のうち 他 計 の状況（㈱）

団体 個人

株主数（人） 2 8 6 16 56

所有株式数（単元） 20 163 10 193 7
所有株式数の割合
（％） 10% 82% 5% 97% 3%

（２）大株主の状況

平成　19年　10月　20日現在

所有株式数(千株）

所有株式数の割合（％）

㈱日本海リッチランド 鳥取市吉成241-1

グッドヒル販売㈱ 大阪市中央区博労町２丁目6-8

㈱山陰合同銀行 島根県松江市魚町10番地

㈱鳥取銀行 鳥取市永楽温泉町171番地

智頭アパレル㈱ 鳥取県八頭市智頭町大字埴師663

浜村アパレル㈱ 鳥取県鳥取市気高町勝見193-5

岩美アパレル㈱ 鳥取県岩美郡岩美町大字本庄637-2

郡家アパレル㈱ 鳥取県八頭市郡家町大字西御門433

日本海デヴェロプメント㈱ 鳥取市吉成241-1

松栄㈱ 島根県松江市白潟本町71番地

株式の状況（1単元の株式数　1,000株）

計

82

21

10

10

10

10

10

10

10

10

183

5%

5%

5%

5%

5%

92%

氏 名又は名 称 住    所
発行済株式総数に対する

41%

10%

5%

5%

5%



【役員の状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　19年　10月　20日現在

所有株式

数(千株）

昭和42年8月 鳥取エフワン株式会社（現グッドヒル株式会社）代表取締役社長

昭和47年７月 株式会社日本海リッチランド代表取締役社長

昭和５０年１２月 株式会社新日本海新聞社代表取締役社主兼社長

平成12年８月 株式会社大阪日日新聞社代表取締役社長

平成１３年６月 エフワン株式会社取締役会長

代表取締役 同　　7月 株式会社新日本海新聞社取締役社主兼会長

社主 株式会社大阪日日新聞社取締役会長 5

同　　8月 グッドヒル株式会社取締役会長

平成14年10月 株式会社ザ・プレス大阪取締役会長

平成１７年４月 株式会社ザ・プレス大阪代表取締役会長（現任）

平成17年6月 エフワン株式会社代表取締役会長(現任）

同 株式会社新日本海新聞社代表取締役社主兼会長（現任）

同 グッドヒル株式会社代表取締役社主（現任）

昭和５６年4月 鳥取エフワン株式会社（現グッドヒル株式会社）入社

平成３年10月 当社取締役

平成１３年８月 株式会社新日本海新聞社代表取締役社長

代表取締役 日本海ケーブルネットワーク株式会社代表取締役社長 0

社長 平成15年11月 当社代表取締役副社長

平成17年10月 当社代表取締役社長（現任）

平成１８年10月 株式会社新日本海新聞社取締役（現任）

日本海ケーブルネットワーク株式会社取締役(現任）

平成19年6月 エフワン株式会社取締役（現任）

昭和43年９月 鳥取エフワン株式会社（現グッドヒル株式会社）入社

昭和62年11月 当社取締役経理部長

平成10年11月 当社常務取締役（現任）

平成13年６月 エフワン株式会社取締役（現任）

昭和５６年7月 鳥取エフワン株式会社（現グッドヒル株式会社）入社

平成５年10月 当社取締役営業部長

平成１３年２月 エフワン株式会社営業部長

平成１３年６月 同社代表取締役社長（営業本部長）（現任）

平成13年８月 当社常務取締役（現任）

平成３年１月 鳥取エフワン株式会社（現グッドヒル株式会社）入社

平成10年11月 当社取締役総務部長

平成１３年６月 エフワン株式会社取締役（総務担当）（現任）

平成１７年10月 当社常務取締役（現任）

昭和38年7月 大阪国税局調査査察部調査審理課長

昭和47年12月 監査法人トーマツ代表社員

昭和58年11月 鳥取エフワン株式会社(現グッドヒル株式会社）監査役(現任）

平成１３年６月 エフワン株式会社監査役（現任）

同　　7月 公認会計士竹内貢事務所所長（現任）

6.4

吉岡利固 昭和３年３月20日生

吉岡秀樹 昭和31年９月８日生

中島保 昭和１７年４月３日生

宮崎国敏 昭和22年7月22日生

役名

経理担当

営業担当

総務担当

常務取締役

常務取締役

常務取締役

職名 氏名 生年月日 略　　歴

計

1

0.4

0

0監査役

吉岡徹 昭和３３年５月３１日生

竹内貢 大正７年12月22日生


