
 

平成 21 年３月 24 日 

各  位 
会 社 名 株式会社アイ・エス・ビー 

代表者名 代表取締役社長 若尾 逸雄 

（コード番号 ９７０２ 東証第二部） 

問合せ先 取締役管理本部長 太田 道也 

（ＴＥＬ. ０３－３４９０－１７６１） 

 

 

その他関係会社の決算に関するお知らせ 

 

 

当社の関係会社である有限会社若尾商事の平成 20年 12 月期の決算についてお知らせします。 

 

記 

 

１．財務諸表 

貸借対照表 

（平成 20 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 2,462 流動負債 368 

現金及び預金 2,462 未払法人税等 290 

  預り金 78 

固定資産 876,262   

有形固定資産 767 固定負債 753,418 

器具及び備品 767 長期借入金 753,418 

投資その他の資産 875,495   

投資有価証券 865,595 負債合計 753,786 

会員権 9,900 純資産の部  

  株主資本 124,939 

  資本金 10,000 

  資本準備金 101,751 

  利益剰余金 13,188 

  利益準備金 450 

  繰越利益準備金 12,538 

  別途積立金 200 

  純資産合計 124,939 

資産合計 878,725 負債・資本合計 878,725 

 



損益計算書 

 
自 平成 20 年 １月 １日 

至 平成 20 年 12 月 31 日 

（単位：千円） 

科目 金額 

販管費及び一般管理費  7,635 

営業損失  7,635 

営業外収益   

受取利息及び配当金 13,043  

その他の収益 808 13,851 

営業外費用   

支払利息  81 

経常利益  6,133 

税引前当期純利益  6,133 

法人税、住民税及び事業税 290  

当期純利益  5,843 

 

 

 

株主資本等変動計算書 

 

自 平成 20 年 １月 １日 

至 平成 20 年 12 月 31 日 

（単位：千円） 

 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金

利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 

株主資本合計 

純資産合計

平成 19年 12 月 31 日残高 10,000 101,751 450 200 6,694 119,095 119,095

事業年度中の変動額    

当期純利益  5,843 5,843 5,843

事業年度中の変動額合計  5,843 5,843 5,843

平成 20 年 12 月 31 日残高 10,000 101,751 450 200 12,583 124,939 124,939



 
２．株式の所有者別状況 

平成 20 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 

端株の状

況（株）

株主数 

（人） 
- - - - - - 2 2 -

所有株式数

（株） 
- - - - - - 111,751 111,751 -

所有株式数の

割合（％） 
- - - - - - 100 100 -

 

 
３．大株主の状況 

平成 20 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（％） 

若尾 守保 東京都港区港南 2-16-7-4209 111,750 99.999 

若尾 英子 東京都港区港南 3-6-21-3909 1 0.001 

計  111,751 100.00 

 

 
３．役員の状況 

平成 20 年 12 月 31 日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

代表取締役 － 若尾 守保 昭和11年７月４日生  昭和62年７月 代表取締役就任（現任）

取締役 － 若尾 英子 昭和42年３月28日生  平成20年３月 取締役就任（現任） 

 
 

以上 


