
 

平成 21年 5月 20日 
各  位 

静岡県沼津市三枚橋字竹の岬 709-1 
株 式 会 社 マ キ ヤ 

代表取締役社長 川原﨑 康雄 
(JASDAQ・証券コード 9890) 

問合せ先 専務取締役 磯野 修一 
℡ 0545-36-1000 

 
 

親会社等の決算に関するお知らせ 
 
 

 当社の親会社等につきまして、平成 21年 3月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 
 (１)親会社等の名称  株式会社マキリ 
 (２)代表者の氏名  矢部利久 
 (３)事業の内容   不動産賃貸業 
 (４)当社との関係  親会社等の議決権所有割合 ： 41.21% 
 
２．株式の所有者別状況、大株主の状況および役員の状況 
 (１)所有者別状況     平成 21年３月 31日現在 
区分 株式の状況 
 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) ― ― ― ― ― ― 22 22 
所有株式数(単元) ― ― ― ― ― ― 2,618 2,618 
所有株式数の割合

(%) 
― ― ― ― ― ― 100.0 100.0 

 
 



 (２)大株主の状況     平成 21年３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(%) 

矢部利久 静岡県沼津市 370.2 14.14 
矢部正利 〃 235.4 8.99 
矢部伸泰 〃 210.8 8.05 
矢部 寛 〃 197.4 7.54 
矢部彰造 〃 153.6 5.86 
矢部富三 〃 140.8 5.37 
小林貴子 〃 130.2 4.97 
矢部恵子 〃 130.0 4.96 
矢部孝治 〃 130.0 4.96 
矢部秀真 〃 90.0 3.43 

計 － 1,788.4 68.31 
 
 (３)役員の状況      平成 21年３月 31日現在 
役名及び職名 氏名 略歴 所有株式数 
代表取締役社長 矢部利久 平成 20年 9月 同社代表取締役社長 370.2 
取締役 矢部宏泰 平成 16年 5月 同社取締役 20.6 
取締役 矢部正利 〃 〃 235.4 
取締役 矢部 寛 〃 〃 197.4 
取締役 小林貴子 〃 〃 130.2 
監査役 矢部恵子 平成 18年 5月 同社監査役 130.0 

計 1,083.8 
 



３．財務諸表 
貸借対照表 

（平成 21年３月 31日現在）      （単位：百万円） 

資産の部 負債の部 
科目 金額 科目 金額 
流動資産 215 流動負債 63 
 現金及び預金 31  短期貸付金 63 
 未収入金 5  未払金 0 
 短期貸付金 178   
    
固定資産 589 固定負債 20 
 （有形固定資産） 263  長期借入金 20 
  美術品 263   
  その他 0 負債合計 83 
  資本の部 
 （無形固定資産） 0 資本金 130 
  電話加入権 0 利益剰余金  
 （投資その他資産） 325  利益準備金 12 
  投資有価証券 314  当期未処分利益 578 
  保証金 10   利益剰余金合計 590 
  資本合計 721 
資産合計 804 負債及び資本合計 804 
（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



損益計算書 
（自 平成 20年 4月 1日 至 平成 21年 3月 31日） （単位：百万円） 
区分 金額 

営業損益の部   
売上高 － － 
    売上総利益  － 
販売費及び一般管理費 17  
    営業損失  17 
営業外損益の部   
    営業外収益 70  
    営業外費用 1  
経常利益  51 
特別損失 0  
    税引前当期純利益  51 
    法人税、住民税及び事業税  4 
    当期純利益  47 
（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
 
 
 

株主資本等変動計算書 
（自 平成 20年 4月 1日 至 平成 21年 3月 31日） （単位：百万円） 

株主資本 
利益剰余金 
その他利益剰余金 

 
資本金 利益準

備金 繰越利益剰余金 

利益剰

余金 
株主資本 

純資産

の部 

前期末残高 130 12 530 542 673 673 
当期変動額       
 当期純損益金   47 47 47 47 
当期変動額合計   47 47 47 47 
当期末残高 130 12 578 590 721 721 
（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 

以上 


