
 

平成 19 年３月 28 日 

各 位 

                        会 社 名 ローヤル電機 株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 三浦敏宏 

（JASDAQ コード 6593） 

           問合せ先 執行役員総務部長 田原豊久 

電話番号 048－583－6530 

 

親会社の決算に関するお知らせ 

 

当社の非上場親会社等に該当する小野ホールディングス株式会社の平成 19 年 12 月期（平

成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日）の決算内容をお知らせします。 

 

記 

 

１．親会社の名称等 

（１）親会社等の名称  小野ホールディングス株式会社 

（２）事業の内容    持株会社 

（３）当社との関係 

①資本関係    議決権被所有割合  68.5％（平成 19 年 12 月 31 日現在） 

②人的関係    代表取締役社長  小野光太郎（当社取締役会長） 

代表取締役副社長  小野 稔  （当社取締役副社長） 

取締役       松田文彦  （当社取締役） 

 

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12月31日現在

株式の状況 

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） － － － 5 － － 2 7 －

所有株式数
（単元） 

－ － － 21,647,609 － － 12,490,016 34,137,625 0.72

所有株式数
の割合（％） 

－ － － 63.41 － － 36.59 100.00 －

（注） 割合については、表示単位未満を切り捨てて記載しております。 
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（２）大株主の状況 

  平成19年12月31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（％） 

ワシ興産株式会社 東京都港区高輪二丁目 15 番 21 号 9,374,152 27.46 

小野稔 福井県福井市照手一丁目 1 番 16 号 9,144,941 26.79 

小野興産株式会社 福井県福井市照手一丁目 1 番 16 号 6,962,752 20.40 

ワシマイヤー株式会社 福井県福井市宝永四丁目 3 番 1号 4,387,888 12.85 

小野光太郎 福井県福井市照手一丁目 1 番 16 号 3,345,074 9.80 

ワシ商事株式会社 東京都港区高輪二丁目 15 番 21 号 878,619 2.57 

エクセル株式会社 福井県鯖江市下河端町第 47 号 26 番地 44,197 0.13 

計 － 34,137,623 100.00 

（注）1. 所有株式数は１株未満を切り捨てております。 

2. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合については、表示単位未満を切り捨てて記載しております。 

3. ワシ興産株式会社、小野興産株式会社、ワシマイヤー株式会社、エクセル株式会社が所有する株式につ

いては、会社法施行規則第 67 条の規定により議決権の行使が制限されております。 

 

（３）役員の状況 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数（株）

昭和31年3月 明治学院大学経済学部卒業 

昭和57年8月 ワシ興産株式会社代表取締役社長（現任） 

昭和60年12月 株式会社アサヒオプティカル代表取締役会長（現任） 

昭和63年12月 ＯptimaInc代表取締役会長（現任） 

平成  4年  5月 Benihana Ono Restaurant Holdings,B.V.代表取締役 

 社長（現任） 

平成  8年2月 株式会社サンレジャー取締役相談役（現任） 

平成10年6月 フクビ化学工業株式会社取締役（現任） 

平成10年6月 日本ＢＢＳ株式会社代表取締役会長（現任） 

平成10年6月 ワシマイヤー株式会社代表取締役会長（現任） 

平成11年1月 壽工業株式会社取締役相談役（現任） 

平成11年2月 浜口通販株式会社代表取締役会長（現任） 

平成11年2月 湯船原開発株式会社代表取締役会長（現任） 

平成11年4月 ローヤル電機株式会社取締役会長（現任） 

平成15年6月 株式会社浜口微生物研究所代表取締役会長（現任） 

平成17年6月 小野ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）

代表取締役 社長 小野光太郎 昭和７年７月５日

平成20年1月 日本マイヤー株式会社最高顧問（現任） 

(注２) 3,345,074
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数（株）

平成2年7月 英オックスフォード大学 大学院経営学部修了 

平成4年5月 Benihana Ono Restaurant Holdings,B.V.代表取締役 

 副社長（現任） 

平成5年5月 ワシ興産株式会社代表取締役副社長（現任） 

平成7年4月 日本マイヤー株式会社代表取締役副社長（現任） 

平成8年1月 株式会社アサヒオプティカル代表取締役社長（現任） 

平成8年2月 株式会社サンレジャー取締役（現任） 

平成8年4月 株式会社京都南ゴルフガーデン取締役（現任） 

平成8年8月 Asahi Lite Optional （Europe）GmbH代表取締役 

 副社長（現任） 

平成10年6月 ワシマイヤー株式会社代表取締役社長（現任） 

平成11年1月 カールツァイス・小野株式会社取締役（現任） 

平成11年2月 浜口通販株式会社代表取締役社長（現任） 

平成11年2月 湯船原開発株式会社代表取締役社長（現任） 

平成11年3月 日本ＢＢＳ株式会社代表取締役社長（現任） 

平成11年4月 ローヤル電機株式会社取締役副社長(現任) 

平成16年4月 壽工業株式会社代表取締役社長(現任) 

平成17年6月 小野ホールディングス株式会社代表取締役副社長 

 （現任） 

代表取締役 副社長 小野 稔 昭和38年５月18日

平成19年6月 壽工業株式会社代表取締役会長(現任) 

(注２) 9,144,941

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数（株）

昭和37年3月 横須賀学院高校普通科卒業 

昭和39年3月 神奈川総合職業訓練所自動車整備科卒業 

昭和39年4月 東京ダイハツ自動車株式会社入社 

昭和49年6月 日本壁装株式会社取締役工場長 

平成5年7月 ワシマイヤー株式会社取締役資材部長 

平成9年9月 日本ＢＢＳ株式会社常務取締役 

平成12年4月 ワシマイヤー株式会社常務取締役小矢部工場長 

平成15年2月 ワシマイヤー株式会社常務取締役資材部長 

平成15年6月 ローヤル電機株式会社監査役（現任） 

平成16年5月 ワシマイヤー株式会社取締役（現任） 

平成16年5月 ワシ興産株式会社常務取締役（現任） 

取締役  小野信行 昭和19年１月10日

平成18年4月 小野ホールディングス株式会社取締役（現任） 

(注２) －

 

 3



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数（株）

昭和57年3月 早稲田大学商学部卒業 

昭和57年9月 公認会計士２次試験合格 

昭和59年7月 昭和監査法人（現新日本監査法人）入社 

昭和61年7月 公認会計士３次試験合格（公認会計士登録） 

平成7年10月 ワシ興産株式会社入社 

平成9年9月 同社取締役（現任） 

 小野グループ秘書役・コントローラー（現任） 

平成10年1月 株式会社アサヒオプティカル監査役（現任） 

平成10年3月 湯船原開発株式会社監査役（現任） 

平成17年3月 ローヤル電機株式会社取締役（現任） 

取締役  松田文彦 昭和35年１月４日

平成17年6月 小野ホールディングス株式会社取締役（現任） 

(注２) －

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数（株）

昭和29年3月 明治学院大学社会学部卒業 

昭和31年3月 日本社会事業短期大学卒業 

昭和55年5月 ワシ興産株式会社取締役 

昭和59年5月 ワシ興産株式会社監査役（現任） 

昭和60年6月 小野倉庫株式会社監査役（現任） 

昭和61年5月 ワシマイヤー株式会社監査役（現任） 

平成10年6月 日本ＢＢＳ株式会社監査役（現任） 

監査役  小野慶子 昭和７年９月23日

平成17年6月 小野ホールディングス株式会社監査役（現任） 

(注３) －

（注）1. 代表取締役副社長小野稔は、代表取締役社長小野光太郎の長男であります。また、取締役小野信行は、

代表取締役小野光太郎の弟であります。常勤監査役小野慶子は、代表取締役小野光太郎の配偶者であり

ます。 

2. 平成 19 年 3月 28 日の定時株主総会の終結の時から１年間 

3. 平成 18 年 3月 27 日の定時株主総会の終結の時から４年間 
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３．財務諸表 

（1）貸借対照表（平成 19 年 12 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 44,170 流動負債 2,681,210 

現金預金 34,194 短期借入金 2,670,000 

その他 9,975 未払金 5,391 

  その他 5,819 

    

  固定負債 4,090,000 

  長期借入金 4,090,000 

    

固定資産 6,745,268 負債合計 6,771,210 

（投資その他の資産） 6,745,268 純資産の部 

関係会社株式 6,744,108 株主資本 18,228 

その他 1,160 （資本金） 10,000 

  （利益剰余金） 8,228 

  その他利益剰余金 8,228 

  繰越利益剰余金 8,228 

    

  純資産合計 18,228 

資産合計 6,789,439 負債・純資産合計 6,789,439 

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（2）損益計算書（自平成 19 年 1 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

資産の部 負債の部 

科目 科目 金額 

売上高   109,200 

売上原価   － 

 売上総利益  109,200 

販売費及び一般管理費  20,856 

 営業利益  88,344 

営業外利益    

受取利息及び配当金 66,705  

 その他  13,639 80,345 

営業外費用    

 支払利息  161,660 161,660 

 経常利益  7,029 

特別損失    

 その他  300 300 

 税引前当期純利益  6,729 

 法人税、住民税及び事業税  140 

 当期純利益  6,589 

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

以上 
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