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平成 20 年 2 月 25 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 20 年 5 月中間期)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)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 
(3)当社との関係        
①資本関係             議決権被所有割合 87.31%(平成 19 年 9 月 30 日現在) 
②人的関係       受入出向社員３名、出向社員３名 
③取引関係       資金借入、建築工事請負、不動産仕入、不動産仲介、賃貸管理 
 

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 11 月 30 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 12 ― ― 43 61 ―

所有株式数

(単元) 
― 70 20 1,631 ― ― 7,675 9,396 17,942

所有株式数

の割合(%) 
― 0.75 0.21 17.36 ― ― 81.68 100.00 ―

(注) 自己株式 2,562,964 株は、「個人その他」に 2,562 単元、「単元未満株式の状況」に 964 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11月30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（％）

山﨑 喜久男 東京都調布市  3,685,181  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 2,562,964 27.22 

有限会社山﨑商事 東京都調布市布田四丁目20番５号 1,405,353  14.92 

山﨑 久美子 東京都調布市  373,320  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 345,160 3.66 

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 117,903 1.25 

山﨑 猛雄 東京都調布市 112,000 1.18 

河内 保弘 東京都府中市 105,000 1.11 

相馬 健二 神奈川県横浜市 88,301 0.93 

山﨑 隆寿 東京都調布市 70,020 0.74 

秋元 成一 東京都杉並区 50,000 0.53 

計 － 8,915,202 94.69 
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(3)役員の状況                                   平成19年11月30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 有限会社山﨑商事取締役就任(現任) 

3,685

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 当社仕入企画部長就任 

平成 14 年８月

代表取締役 

専務 
 黒 田 哲 也 

昭和 31 年 
10 月 15 日生

平成 17 年１月

平成 19 年 10 月

当社取締役仕入部長就任 

当社常務取締役就任 

当社代表取締役専務就任(現任) 

14

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 当社経営企画室長就任 

平成 16 年８月 当社取締役経営企画室長就任 
専務取締役  林   昇 二 

昭和 28 年 
２月６日生

平成 17年１月

平成 19 年 10 月

当社常務取締役就任 

当社専務取締役就任（現任） 

5

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 当社西東京支店長就任 

平成 14 年８月 当社取締役西東京支店長就任 

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 当社常務取締役就任(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就任 

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就任 

平成 13 年 12 月 当社取締役渋谷支店長就任 

常務取締役  大 崎 國 夫 
昭和 20 年 

８月 12 日生

平成 17 年１月 当社常務取締役就任(現任) 

10

昭和 62 年 10 月 株式会社山﨑企画代表取締役社長就任 

昭和 63 年１月 当社入社 

平成 12 年５月 当社取締役営業部副部長就任 取締役  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就任 

当社取締役企画開発部長就任（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 当社社長室長就任 
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 当社取締役社長室長就任(現任) 

14

取締役 仕入部長 神 谷  一 博 
昭和 48 年 
1 月 25 日生

平成５年４月

平成８年５月

平成 17 年６月

平成 19 年８月

株式会社国土都市開発入社 

当社入社 

当社仕入部長 

当社取締役仕入部長（現任） 

   ―

昭和 46 年８月 東海汽船株式会社入社 

昭和 52 年７月 当社取締役就任 

平成６年９月 当社取締役営業部長就任 

平成７年３月 当社取締役事業開発室長就任 

平成７年 11 月 当社取締役営業部室長就任 

常勤監査役  相 馬 健 二 
昭和 22 年 

12 月 13 日生

平成 11 年 12 月 当社監査役就任(現任) 

88

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就

任(現任) 

監査役  松 竹 直 喜 
昭和 33 年 

６月 30 日生

平成 12 年８月 当社監査役就任(現任) 

―

昭和 27 年７月 警視庁警察官採用 

平成３年３月 警察学校長就任 

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

昭和８年 
12 月 17 日生

平成 16 年８月 当社監査役就任(現任) 

―

計 3,942

(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.中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

構成比 構成比

(％) (％)

【資産の部】 【負債の部】

Ⅰ　流動資産 Ⅰ　流動負債

  １　現金及び預金 4,949,571 １　買掛金 1,447,159

  ２　売掛金 532,500 ２　短期借入金 60,989,331

  ３　たな卸資産 81,874,694 ３　未払法人税等 662,169

  ４　その他 3,428,821 ４　賞与引当金 62,640

  ５　貸倒引当金 -49,021 ５　その他 3,858,318

流動資産合計 90,736,567 83.6 流動負債合計 67,019,619 61.7

Ⅱ　固定資産 Ⅱ　固定負債

  １ 有形固定資産 2,294,111 　１　社債 4,198,000

  ２ 無形固定資産 68,892   ２　長期借入金 9,549,923

  ３ 投資その他の資産 15,459,011   ３ 退職給付引当金 142,208

   (1) 長期貸付金 8,898,278   ４　役員退職慰労引当金 939,912

   (2) 関係会社株式 3,892,396 　５　その他 1,083,391

  （2) その他 2,680,189 固定負債合計 15,913,435 14.7

   (3) 貸倒引当金 -11,852 負債合計 82,933,055 76.4

固定資産合計 17,822,016 16.4 【純資産の部】

Ⅰ　株主資本

 １　資本金 1,030,000 1.0

 ２　資本剰余金 792,810 0.7

 ３　利益剰余金 28,187,518 26.0

 ４　自己株式 -4,406,830 -4.1

　　株主資本合計 25,603,498 23.6

Ⅱ　評価・換算差額等

　　その他有価証券
    評価差額金 22,029

　　評価・換算差額等合計 22,029 0.0

純資産合計 25,625,528 23.6

資産合計 108,558,583 100.0 負債純資産合計 108,558,583 100.0

区分 金額(千円) 区分 金額(千円)
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②【中間損益計算書】 

 

百分比
(％)

Ⅰ　売上高 27,078,052 100.0

Ⅱ　売上原価 20,363,126 75.2

       売上総利益 6,714,926 24.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,806,190 14.1

       営業利益 2,908,735 10.7

Ⅳ　営業外収益 290,483 1.1

Ⅴ　営業外費用 1,193,830 4.4

       経常利益 2,005,388 7.4

Ⅵ　特別利益 21,700 0.1

Ⅶ　特別損失 120,645 0.5

       税引前中間純利益 1,906,442 7.0

       法人税、住民税及び
　　　 事業税 646,589

       法人税等調整額 151,019 797,609 2.9

       中間純利益 1,108,832 4.1

当中間会計期間

自　平成19年 6月 1日

至　平成19年11月30日科　　目

金額(千円)

 

以 上 


