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子会社の異動に関するお知らせ  

 

 当社は、平成21年４月期（平成20年11月１日から平成21年４月30日まで）決算に際し、監査法

人と協議した結果、下記の会社を連結子会社に含めることといたしましたのでお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．異動の理由 

下記の会社に関して、三社合併を契機として、連結範囲を見直した結果、子会社を通じた貸

付金による実質支配力が強まったものとし、監査法人と協議を行ってまいりましたが、この度、

当社の連結子会社に含めることで合意に至りました。 

 

２．異動する子会社の概要 

(1) 名称 港実業株式会社 

(2) 所在地 神奈川県横浜市中区山下町 252 番地 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 廣濱 茂 

(4) 事業内容 投資事業有限責任組合財産の運用・管理等 

(5) 資本金 47,500 千円 

(6) 設立年月日 平成 13年 12 月 20 日 

(7) 大株主及び持株比率 山崎 眞巳 100％ 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
(8)上場会社と当該会社

の関係 
取引関係 当社連結子会社㈱ﾓｽ･ﾌｧｲﾅﾝｽから融資を受けています。 

(9) 最近 3年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 

売上高 60,375 千円 57,500 千円 93,500 千円 
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営業利益 44,098 千円 55,571 千円 84,120 千円 

経常利益 38,547 千円 43,571 千円 △61,235 千円 

当期純利益 37,548 千円 25,130 千円 △323,824 千円 

純資産 80,771 千円 105,902 千円 △659,055 千円 

総資産 354,387 千円 896,238 千円 1,777,064 千円 

1株当たり当期純利益 93 千円 62 千円 △809 千円 

1株当たり純資産 201 千円 264 千円 △1,647 千円 

1株当たり配当金 － － － 

 

 

(1) 名称 ＭＭリテール投資ファンド 1号投資事業有限責任組合 

(2) 所在地 神奈川県横浜市中区山下町 252 番地  

(3) 代表者の役職・氏名 無限責任組合員 港実業株式会社 代表取締役 廣濱 茂 

(4) 事業内容 株式会社の発行する株式等の取得及び保有 

(5) 出資総額 2,300,000 千円 

(6) 組成日 平成 17年 10 月 24 日 

(7) 出資者及び出資比率 港実業株式会社 95.65％ 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
(8)上場会社と当該会社の

関係 
取引関係 該当事項はありません。 

 

 

(1) 名称 サリ株式会社 

(2) 所在地 神奈川県横浜市中区山下町 252 番地 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 永見 正義 

(4) 事業内容 酒類及び食品の小売販売業 

(5) 資本金 10,000 千円 

(6) 設立年月日 昭和 51年 6月 22 日 

(7) 大株主及び持株比率 ＭＭリテール投資ファンド 1号投資事業有限責任組合 100％ 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
(8)上場会社と当該会社

の関係 
取引関係 当社連結子会社㈱ﾏｲﾝﾏｰﾄからの融資を受けています。 

(9) 最近 3年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 

売上高 8,607,017 千円 7,395,759 千円 5,979,669 千円 

営業利益 △93,403 千円 △94,628 千円 △186,474 千円 

経常利益 △100,648 千円 △108,455 千円 △202,157 千円 

当期純利益 △132,905 千円 △74,041 千円 △410,935 千円 
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純資産 △746,411 千円 △820,730 千円 △1,231,857 千円 

総資産 1,533,288 千円 1,021,531 千円 2,386,328 千円 

1株当たり当期純利益 △664 千円 △370 千円 △2,054 千円 

1株当たり純資産 △3,732 千円 △4,103 千円 △6,159 千円 

1株当たり配当金 －千円 －千円 －千円 

 

 

(1) 名称 株式会社マインマート 

(2) 所在地 神奈川県横浜市中区山下町 252 番地 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 永見 正義 

(4) 事業内容 酒類及び食品の小売販売業 

(5) 資本金 1,042,069 千円 

(6) 設立年月日 昭和 35年 6月 15 日 

(7) 大株主及び持株比 サリ株式会社 98.9％ 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
(8)上場会社と当該会社

の関係 
取引関係 当社連結子会社大酒販㈱から融資を受けています。 

(9) 最近 3年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 

売上高 11,686,170 千円 15,829,863 千円 15,598,931 千円 

営業利益 △228,823 千円 137,143 千円 △302,450 千円 

経常利益 △218,402 千円 121,321 千円 △407,636 千円 

当期純利益 △353,592 千円 1,939,912 千円 △2,042,095 千円 

純資産 4,210,233 千円 6,147,783 千円 △2,379,789 千円 

総資産 12,127,979 千円 13,041,442 千円 4,199,088 千円 

1株当たり当期純利益 △0千円 0千円 △0千円 

1株当たり純資産 0千円 0千円 △0千円 

1株当たり配当金 －千円 －千円 －千円 

 

 

(1) 名称 株式会社マインウォーター 

(2) 所在地 神奈川県横浜市中区山下町 252 番地 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 奥山 満 

(4) 事業内容 食品類の小売 

(5) 資本金 3,000 千円 

(6) 設立年月日 平成 14年 6月 6日 

(7) 大株主及び持株比率 ＭＭリテール投資ファンド 1号投資事業有限責任組合 100％ 

(8)上場会社と当該会社 資本関係 該当事項はありません。 
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人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当社連結子会社㈱ﾓｽﾌｧｲﾅﾝｽから融資を受けています。 

(9) 最近 3年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 

売上高 97,322 千円 23,378 千円 54,956 千円 

営業利益 264 千円 △29,105 千円 △25,697 千円 

経常利益 587 千円 △29,511 千円 △26,463 千円 

当期純利益 464 千円 △29,562 千円 △26,533 千円 

純資産 △27,903 千円 △57,485 千円 △84,019 千円 

総資産 0千円 34,399 千円 45,080 千円 

1株当たり当期純利益 1千円 △123 千円 △442 千円 

1株当たり純資産 △116 千円 △239 千円 △1,400 千円 

1株当たり配当金 －千円 －千円 －千円 

 

 

(1) 名称 株式会社マインマート九州 

(2) 所在地 福岡県大野城市東大利 3-16-21 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 永見 正義 

(4) 事業内容 酒類及び食品の小売販売業 

(5) 資本金 10,000 千円 

(6) 設立年月日 平成 8年 5月 31 日 

(7) 大株主及び持株比率 株式会社マインマート 100％ 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
(8)上場会社と当該会社

の関係 
取引関係 該当事項はありません。 

(9) 最近 3年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 

売上高 38,657 千円 35,040 千円 35,115 千円 

営業利益 △12,553 千円 △11,638 千円 △8,978 千円 

経常利益 △3,599 千円 △2,153 千円 1,268 千円 

当期純利益 △3,530 千円 27,902 千円 △528,341 千円 

純資産 511,394 千円 539,297 千円 10,956 千円 

総資産 514,553 千円 543,812 千円 14,758 千円 

1株当たり当期純利益 △1千円 10 千円 △192 千円 

1株当たり純資産 185 千円 196 千円 3千円 

1株当たり配当金 －千円 －千円 －千円 

 

 名称 株式会社イー・エル・シー 

（注）重要性が低いため、記載を省略しております。 
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３．異動の日程  平成21年２月20日 

 

４．今後の見通し 

平成21年６月24日に公表しております「平成21年４月期 決算短信」は当該子会社の影響を

織り込んで作成されております。 

 

 

以 上 


