
平成21年10月9日

  各   位

会 社 名

代表者の役職名 代表取締役社長　 須 藤 　進

（ コ ー ド 番 号 ：5383 JASDAQ )

問い合わせ先 取締役財務本部長 　早川　良和

電 話 番 号

親会社等に係る決算に関するお知らせ

   当社の親会社等である株式会社三共理化学研究所の平成2１年7月期の決算内容が確定しましたので
下記の通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   株式会社三共理化学研究所

(2)事業の内容   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 29.1%

　　②人的関係   株式会社三共理化学研究所の監査役1名が当社監査役を兼務しております。

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

区分 　　　株式の状況 　　　　備　　　考
個人 計

株主数(人） 8 8
所有株式数(株) 2,000 2,000
所有株式数の割合(%) 100 100

(2)大株主の状況

　　　　氏　　　　名 　　　　住　　　　所 所有株式数 発行済総数対所有割合

　金　子　　　 毅 さいたま市浦和区 1,414株 70.70%
　金　子　　美智代 さいたま市浦和区 542株 27.10%
　　　　　　計 1,956株 97.80%
＜注＞
株主金子毅は、平成２１年４月１７日逝去いたしました。

(3)役員の状況

　　　　役　　　　名 　　　　氏　　　　名 　生　年　月　日 所有株式数

代表取締役社長 　　金　子　　　芳　枝 昭和23年6月7日 8株
取　　締　　役 　　金　子　　　美智代 昭和17年2月22日 542株
取　　締　　役 　　横　山　　 英　裕 昭和18年4月10日 8株
監　　査　　役 　　會　田　　 伊左夫 昭和14年6月9日 8株
＜注＞
代表取締役社長金子芳枝氏は、平成２１年５月２５日付社長に就任いたしました。

三 共 理 化 学 株 式 会 社

048-786-2111（代表）



３．財務諸表

　　　　　　　　　貸　　借　　対　　照　　表
　　　　　　　　　　　　平成　２１　年　７月 ３１日 現在 (単位：千円）
　　資　　　産　　　の　　　部 　　負　債　及　び　資　本　の　部
　　科　　　　　目 　金　　　　　額 　　科　　　　　目 　金　　　　　額

　　負債の部
　[流　動　資　産] 948,221 　[流　動　負　債] 406
　　1.現  金  預  金 947,629 　　1.未　払　金 0
　　2.未　収　入　金 292 　　2.預 　り　金 136
　　3.仮　　払　　 金 300 　　3.未払消費税等 270
　[固　定　資　産] 550,557 　　4.未払費用 0
（１）有形固定資産 205,509
　　1.建　　　　物 106,008
　　2.建物附属設備 3,563 　[固　定　負　債] 38,233
　　3.構　　築　　物 4,996 　　1.預り保証金 17,608
　　4.工具器具備品 910 　　2.長期借入金 20,625
　　5.土　　　　地 90,032

　　負　債　合　計 38,639
（２）無形固定資産 8,262
　　1.電話加入権 33 　　純資産の部
　　2.施設利用権 1,036 　[資　　本　　金] 100,000
　　3.借地権 7,193

　[資本剰余金] 18,000
（３）投　資　等 336,786
　　1.投資有価証券 336,362 　[利益剰余金] 1,342,139
　　2.長期前払費用 424 　　1.利益準備金 10,000

　　2.再評価積立金 583
　　3.役員退職積立金 15,000
　　4.任意積立金 645,000
　　5.繰越利益剰余金 671,556
　　純資産合計 1,460,139

　資　　産　　合　　計　 1,498,778 負 債・純資産 合 計 1,498,778

　　　　　　　損　　益　　計　　算　　書
　　　　　　　　　　　　　自　平成 20 年 8月 1日
　　　　　　　　　　　　　至　平成 21 年 7月 31日 (単位：千円）
　　　　　　科　　　　　　　目 　　　　　金　　　　　　　　額
経　常　損　益　の　部
　　営　業　損　益　の　部　
　　　　資産運用収入
　　　　　　家賃収入 35,582
　　　　　　受取配当金 29,123 64,705
　　　　資産運用原価
　　　　　　仕入高 17,477 17,477
　　　　資産運用損益 47,228
　　　　営業費用
　　　　　　販売費及び一般管理費 25,452 25,452
　　営　業　利　益 21,776
　　営　業　外　損　益　の　部
　　　　営業外収益
　　　　　　受取利息 7,447
　　　　　　雑収入 39,536 46,983
　　　　営業外費用
　　　　　　支払利息 677 677
　　経　常　利　益 68,082
特　別　損　益　の　部
　　特　別　利　益 0
　　特　別　損　失 669 669
税引前当期純利益 67,413
法人税・住民税事業税 7,512
当期純利益 59,901

以上



株主資本等変動計算書

株式会社三共理化学研究所 平成２０年８月１日～平成２１年７月３１日 （単位：円）

　Ⅰ　株主資本
資本金 前期末残高 100,000,000

当期変動額 新株の発行 0

当期末残高 100,000,000

資本剰余金

　 資本準備金 前期末残高 18,000,000
当期変動額 新株の発行 0

当期末残高 18,000,000

　 その他資本剰余金 　　前期末残高及び当期末残高 0

資本剰余金合計 前期末残高 18,000,000

当期変動額 0

当期末残高 18,000,000

利益剰余金

　 利益準備金 前期末残高 9,000,000
当期変動額 配当に伴う積立 1,000,000

当期末残高 10,000,000

 その他利益剰余金

   その他積立金 前期末残高 15,582,697
当期変動額 0

当期末残高 15,582,697

　 別途積立金 前期末残高 545,000,000

当期変動額 100,000,000

当期末残高 645,000,000

　 繰越利益剰余金 前期末残高 722,655,362

当期変動額 剰余金の配当 -10,000,000
当期純利益 59,901,106
その他変動額 -101,000,000

当期末残高 671,556,468

利益剰余金合計 前期末残高 1,292,238,059

当期変動額 49,901,106

当期末残高 1,342,139,165

自己株式 前期末残高 0

当期変動額 0

当期末残高 0

株主資本合計 前期末残高 1,410,238,059

当期変動額 49,901,106

当期末残高 1,460,139,165

　Ⅱ　評価・換算差額等

　　　　　　　　　　　その他有価証券評価差額金 前期末残高 0
当期変動額 0

当期末残高 0

　　純資産合計 前期末残高 1,410,238,059

当期変動額 49,901,106

当期末残高 1,460,139,165



 

監  査  報  告  書 

 
 
平成２１年９月１８日 

 
 
 
株式会社三共理化学研究所 
代表取締役社長 金 子 芳 枝 殿 
 
 

監 査 役 會 田 伊左夫 
 
 
 
 私は、平成２０年８月１日から平成２１年７月３１日までの第７期事業年度の事業報告、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関する議案および附属明細書を一般に

認められた監査基準に従って、監査しました。 
 監査の結果、上記の書類は法令および定款に準拠して作成され、適法かつ正確であるこ

とを認めます。 
 
 

以 上 
 


