
 
 

平成２０年４月３０日 

各   位 

                             会 社 名    株式会社 アオキスーパー 

                             代表者名    代表取締役社長 宇佐美俊之 

                              (JASDAQ・コード９９７７) 

                             問合せ先   執行役員経理部長 大谷 亮 

                              ＴＥＬ   （0567）23－3500（代表） 

 

 

 

             「親会社等」に係る決算に関するお知らせ 
 

 

 今般、当社の親会社等について決算内容等が確定いたしましたので、下記のとお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 アオキ商事株式会社 

 

(上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社) 

 

(2)事業の内容   損害保険代理業及び不動産賃貸業 

 

(3)当社との関係 

 

① 資本関係   議決権被所有割合  39.8％(平成 20 年 2 月 20 日現在) 

 

株式被所有割合    ―％(平成 20 年 2 月 20 日現在) 

 

②人的関係   当社取締役(非常勤)１名が取締役を兼務しております。 

 

③取引関係   損害保険代理及び不動産賃貸借取引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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20年4月30日現在 

株式の状況(１単元の株式数1株) 

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 

外国 
法人等 

外国法人 
等のうち 

個人 

個人 
その他 

計 

単元未満 
株式の状況 

(株) 

株主数 
(人) ― ― ― 1 ― ― 19 20 ― 

所有株 式
数(単元) ― ― ― 1,700 ― ― 44,300 46,000 ― 

所有株 式
数の割 合
(％) 

― ― ― 3.69 ― ― 96.30 100.00 ― 

 

(2)【大株主の状況】 

平成20年4月30日現在 

氏名又は名称 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(％) 

青木 偉晃 17,410 37.84 

中嶋  勇 13,590 29.54 

計 31,000 67.39 

(注) 所有株式数の割合の小数点第３位以下は、切り捨てて表示しております。 

 

(3)【役員の状況】 
平成20年4月30日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

(株) 

平成元年4月 当社取締役就任 取締役 
社長 

代表取締役 青木 美智代 昭和29年8月16日生 
平成5年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 

600 

昭和47年5月 当社取締役就任(現任) 

昭和49年6月 ㈱アオキスーパー監査役就任 

平成3年5月 ㈱アオキスーパー取締役就任 

平成5年5月 ㈱アオキスーパー常務取締役就任 

平成11年5月 ㈱アズパーク監査役就任(現任) 

平成13年2月 アズガーデン㈱監査役就任(現任) 

平成15年5月 ㈱アオキスーパー常勤監査役就任 

取締役  中 嶋 八千代 昭和19年４月30日生 

平成19年5月 ㈱アオキスーパー取締役就任(現

任) 

4,100 

取締役  青 木 房 子 大正8年8月22日生 平成5年4月 当社取締役就任(現任) 785 

監査役  松 田 久 枝 昭和17年1月5日生 平成5年4月 当社監査役就任(現任) － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．財務諸表 

貸借対照表 

(平成20年2月29日現在) 

     (単位：千円) 

資産の部 負債及び純資産の部 

科目 金額 科目 金額 

Ⅰ【流動資産】 〔       178,922〕  Ⅰ【流動負債】 〔       182,518〕  

 預金 151,719    短期借入金 150,000   

 前払費用 2,251    未払金 18,197   

 未収入金 24,951    未払法人税等 145   

    前受金 14,169   

Ⅱ【固定資産】 〔     3,537,760〕   預り金 7   

  （有形固定資産） (     2,322,620)     

 車両運搬具 1,587      

 土地 2,321,033   Ⅱ【固定負債】 〔       1,509,060〕  

    長期借入金 1,359,060   

    受入保証金 150,000   

      

      

   負債合計 1,691,578   

  （投資その他の資産） (     1,215,139)  Ⅰ【株主資本】 〔      2,025,104〕  

 投資有価証券 1,155,126     （資本金） (      390,000)   

 差入保証金 60,012     （資本剰余金） (      380,000)   

    資本準備金 380,000   

     （利益剰余金） (    1,255,104)   

    利益準備金 30,000   

    その他利益剰余金 1,225,104   

    別途積立金 200,000   

    繰越利益剰余金 1,025,104   

      

      

      

      

      

      

   純資産合計 2,025,104   

資産合計 3,716,683   負債・純資産合計 3,716,683   

          

          

          

          

          

          



損益計算書 

(自 平成19年3月 1日 

  至 平成20年2月29日) 

         (単位：千円) 

科目 金額 

        

 売上高        

  売上高   3,042    

  不動産賃貸収入   170,031  173,073  

 売上原価      0  

   売上総利益     173,073  

 販売費及び一般管理費     49,007  

   営業利益     124,066  

        

 営業外収益        

  受取利息    488    

  受取配当金   142,037  142,525  

 営業外費用        

  支払利息割引料   23,278  23,278  

   経常利益     243,313  

 特別利益        

  固定資産売却益 15  15  

   税引前当期純利益   243,329  

   法人税、住民税及び事業税   53,419  

   当期純利益     189,909  

          

(注) 決算数値につきましては、法定監査を受けたものではありません。 


