
 

親会社等の決算に関するお知らせ 

 

当社の親会社等に関しまして、平成 20 年９月 20 日期の決算が確定いたしましたのでお

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 株式会社ユアーズ 

(2) 所在地  広島県安芸郡海田町南堀川町４番 11 号 

(3) 属性  その他の関係会社（当社が他の関連会社である場合におけ

る当該他の会社）に該当 

(4) 当社の議決権保有割合 40.9％（平成 20 年 11 月 30 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   平成 20 年 12 月９日

各  位        

  会社名 株式会社 丸  和  

  代表者 代表取締役社長  根 石 義 浩 

  本社所在地 福岡県北九州市小倉北区大手町 10 番 10 号 

  （コード番号 9874 福証） 

  
問合せ先 

取締役副社長 

管理本部長 高柳 実仁 

   TEL 093-582-7100  



２．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

 

(1) 株式の所有者別状況   

平成 20 年９月 20 日現在

株式の状況 

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 

株主数（人） - - - ２ - - ８ 10

所有株式数 - - - 204,443 - - 513,157 717,600

所有株式数

の割合（％） 
- - - 28.49 - - 71.51 100.00

 

 

(2) 大株主の状況 

平成 20 年９月 20 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(%)

根石紀雄 広島県安芸郡海田町南昭和町１-18 265,512 37.00

根石義浩 福岡県北九州市小倉北区中津口２-２-３ 143,520 20.00

㈲エヌ・ケイ・コーポレーション 広島県安芸郡海田町南昭和町１-18 107,003 14.91

㈱リテイル・ブレイン 東京都渋谷区西原３-36-13 97,440 13.58

根石義一 広島県安芸郡海田町三迫１-19-12 41,142 5.73

根石光雄 広島県安芸郡海田町三迫１-14-17 24,000 3.34

根石栄治 広島県安芸郡海田町三迫１-19-17 17,143 2.39

迫田稔雄 広島県広島市南区向洋新町２-９-７ 11,554 1.61

根石清子 広島県安芸郡海田町三迫１-19-12 5,143 0.72

佐々木哲郎 広島県安芸郡海田町昭和中町１-８ 5,143 0.72

計   717,600 100.00

 

 

 



(3) 役員の状況 

平成 20 年 12 月９日現在

役職名 氏名 生年月日 略歴 所有 

株式数

（千株）

昭和 54年５月 当社代表取締役社長 代表取締役

会長 

根石義一 昭和 10 年 10 月 20 日生

平成 18 年９月 当社代表取締役会長（現任） 

41 

平成３年９月 当社取締役 

平成 12 年９月 当社代表取締役副社長 

代表取締役

社長 

根石紀雄 昭和 36 年５月９日生 

平成 18 年９月 当社代表取締役社長（現任） 

265 

平成 14 年９月 当社取締役 専務取締役 細美秀明 昭和 32 年２月 14 日生 

平成 18 年９月 当社専務取締役（現任） 

- 

平成 15 年５月 当社取締役 常務取締役 川口秀雄 昭和 36 年１月 21 日生 

平成 18 年９月 当社常務取締役（現任） 

- 

取締役 根石義浩 昭和 40 年９月５日生 平成 14 年９月 当社取締役（現任） 143 

昭和 54 年５月 当社取締役 監査役 迫田稔雄 昭和 14 年 10 月 11 日生

平成 18 年９月 当社監査役（現任） 

11 

監査役 根石光雄 昭和 16 年１月 13 日生 昭和 54 年５月 当社取締役 24 

   昭和 58 年９月 当社常務取締役  

   昭和 63 年９月 当社専務取締役  

   平成 20 年 12 月 当社監査役（現任）  

計 485 

（注）１ 代表取締役社長根石紀雄は、代表取締役会長根石義一の長男であります。 

   ２ 取締役根石義浩は、代表取締役会長根石義一の次男であります。 

   ３ 監査役根石光雄は、代表取締役会長根石義一の弟であります。 

 



３．当該親会社等の財務諸表    

貸 借 対 照 表 

（平成 20 年９月 20 日現在） 

株式会社ユアーズ  （単位：千円）

科目 金額 科目 金額 

（資産の部） （負債の部） 

流動資産 4,607,182 流動負債 9,174,894

 現金及び預金 1,977,233 買掛金 4,467,485

 売掛金 582,362 短期借入金 396,000

 商品 822,373 一年以内返済予定の長期借入金 2,289,847

 貯蔵品 79,358 一年以内償還予定の社債 332,800

 短期貸付金 273,720 未払金 88,810

 預け金 233,208 未払費用 508,347

 繰延税金資産 23,111 未払給与 280,392

 その他流動資産 615,813 預り金 26,625

   にこにこカード預り金 658,518

固定資産 17,601,563 未払法人税等 1,642

 有形固定資産 9,883,167 その他流動負債 124,423

 建物 2,549,433   

 建物附属設備 1,323,229 固定負債 10,186,679

 構築物 237,609 長期借入金 8,052,332

 車両運搬具 252 社債 1,697,800

 什器備品 657,806 預り敷金保証金 395,505

 土地 5,114,836 預り建設協力金 41,042

  負債合計 19,361,574

 無形固定資産 382,105   

 借地権 287,337 （純資産の部） 

 その他の無形固定資産 94,767 株主資本 

   資本金 80,000

 投資その他の資産 7,336,290 資本剰余金 1,253,986

 投資有価証券 573,853 資本準備金 1,253,986

 関係会社株式 3,622,087 利益剰余金 1,596,869

 出資金 31,853 利益準備金 12,500

 長期貸付金 262,470 その他利益剰余金 

 建設協力長期貸付金 553,294   別途積立金 505,000

 差入敷金保証金 2,183,460 繰越利益剰余金 1,079,369

 その他の投資等 109,270 純資産合計 2,930,856

繰延資産  83,685   

資産合計 22,292,430 負債・純資産合計 22,292,430

 



 

損 益 計 算 書 

      

自 平成 19 年９月 21 日 

至 平成 20 年９月 20 日 

株式会社ユアーズ （単位：千円）

科目 金額 

営業収益  41,701,431

 売上高 41,701,431  

営業費用  41,022,577

 売上原価 31,490,496  

 販売費及び一般管理費 9,532,080  

営
業
損
益
の
部 

営業利益   678,853

営業外収益  440,346

 受取利息 19,532  

 受取配当金 2,452  

 賃貸料及び共益費 179,918  

 年契リベート及び協賛金 52,027  

 雑収入 186,416  

営業外費用  308,808

 支払利息 307,135  

 雑損失 1,672  

経
常
損
益
の
部 

営
業
外
損
益
の
部 

経常利益   810,391

特別損失  503,199

 固定資除却損 12,739

 その他特別損失 490,459  

特
別
損
益
の
部 

    

     税引前当期純利益  307,192

    法人税、住民税及び事業税 2,573  

    法人税等調整額 135,394 137,968

     当期純利益   169,223

 

 

以 上 


