
平成 22 年 6 月 15 日 
各 位 

日 本 出 版 貿 易 株 式 会 社                    
代 表 取 締 役 社 長 大 野 利 夫 
（ J A S D A Q・コ－ド８０７２）                  

問合せ先 
事 業 管 理 部 本 部 長 岩 崎 哲 明 
電 話 番 号 ０３－３２９２－３７５１ 

 
 
 

親会社等の決算に関するお知らせ 
 
 

当社の非上場の親会社等（その他の関係会社）に該当する株式会社トーハンの平成 22 年３月期（平成

21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）決算の内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 
 
 

記 
 

１．親会社等の概要 
(１) 親会社等の名称  株式会社トーハン 
 
(２) 所 在 地  東京都新宿区東五軒町 6 番 24 号 
 
(３) 属 性  その他の関係会社（非上場の親会社等） 
 
(４) 代表者の氏名  代表取締役社長 山﨑 厚男 
 
(５) 主な事業内容 ① 書籍・雑誌・教科書等出版物の販売と販売企画 

② 教育情報関連商品、音楽関連用品等の販売と販売企画 
③ 情報処理、情報通信、情報提供及びコンピュータ機器の販売と 

その企画 
 
(６) 資 本 金  4,500 百万円 
 
(７) 当社との関係 

① 資本関係  発行済み株式総数に対する所有株式数の割合 21．43％ 
（平成 22 年３月 31 日現在） 

 
② 人的関係  平成 21 年 6 月 25 日付で常務取締役 1 名及び非常勤監査役 1 名が 

 派遣されております。 
 
③ 取引関係  該当事項はありません。 
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２．親会社等に係る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 

平成 22 年３月 31 日現在 

株式の状況（１単元の株式数 1,000 株） 

金融商品 その他の
外国法人等 区分 

政府及び 

地方公共団体 
金融機関 

取引業者 法人 
個人以外 個人 

個人 

その他 
計 

単元未満株式

の状況（株）

株主数（人） － 8 － 353 － － 1,869 2,230 － 

所有株式数（単元） － 4,041 － 43,321 － － 22,294 69,656 844,000

所有株式数の割合（％） － 5.8 － 62.2 － － 32.0  100 － 

（注）自己株式 29,117 株は、「個人その他」に 29 単元及び「単元未満株式の状況」に 117 株を含めて記載しております。 

 

 
(２) 大株主の状況 

平成 22 年３月 31 日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

 発行済株式総数に 

 対する所有株式数 

 の割合（％） 

 株式会社講談社 東京都文京区音羽二丁目 12 番 21 号 3,715 5.26

 株式会社小学館 東京都千代田区一ツ橋二丁目３番１号 3,609 5.11

 トーハン従業員持株会 東京都新宿区東五軒町６番 24 号 3,008 4.26

 株式会社文藝春秋 東京都千代田区紀尾井町三丁目 23 番地 1,988 2.82

 株式会社旺文社 東京都新宿区横寺町 55 番地 1,905 2.70 

 株式会社新潮社 東京都新宿区矢来町 71 番地 1,812 2.57

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,679 2.38

 株式会社学研ホールディングス 東京都品川区西五反田二丁目 11 番８号 1,482 2.10 

 株式会社集英社 東京都千代田区一ツ橋二丁目５番 10 号 1,359 1.92

 株式会社秋田書店 東京都千代田区飯田橋二丁目 10 番８号 1,238 1.75

計 － 21,800 30.92
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(３) 役員の状況 
平成 22 年３月 31 日現在 

役名 氏名 略歴 

代表取締役会長 上瀧  博正 平成 11 年６月  当社 代表取締役会長就任（現任） 

取締役副会長 鈴木  敏文 平成 18 年６月  当社 取締役副会長就任 （現任） 

代表取締役社長 山﨑  厚男 平成 18 年６月  当社 代表取締役社長就任（現任） 

専務取締役 池田   禮 平成 18 年６月  当社 専務取締役就任（現任） 

専務取締役 馬場  章好 平成 19 年４月  当社 専務取締役就任（現任） 

専務取締役 近藤  敏貴 平成 21 年６月  当社 専務取締役就任（現任） 

常務取締役 阿部  好美 平成 19 年４月  当社 常務取締役就任（現任） 

常務取締役 川上  浩明 平成 19 年４月  当社 常務取締役就任（現任） 

常務取締役 清水  美成 平成 21 年４月  当社 常務取締役就任（現任） 

取締役 加藤   悟 平成 19 年６月  当社 取締役就任（現任） 

取締役 本川  幸史 平成 20 年６月  当社 取締役就任（現任） 

取締役 志村  真嗣 平成 20 年６月  当社 取締役就任（現任） 

取締役 谷川  直人 平成 21 年６月  当社 取締役就任（現任） 

取締役 近藤  隆一 平成 21 年６月  当社 取締役就任（現任） 

取締役 小林 辰三郎 平成 18 年６月  当社 取締役就任（現任） 

取締役 立花  佑介 平成 14 年７月  当社 取締役就任（現任） 

監査役(常勤) 星野  安弘 平成 13 年６月  当社 常勤監査役就任（現任） 

監査役(常勤) 本田  和美 平成 20 年６月  当社 常勤監査役就任（現任） 

監査役 野間 佐和子 平成 13 年６月  当社 監査役就任（現任） 

監査役 相賀  昌宏 平成 13 年６月  当社 監査役就任（現任） 
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３．財務諸表 
貸 借 対 照 表 

（平成 22 年３月 31 日現在） 
 

（単位：百万円） 

勘定科目 金額 勘定科目 金額 

 資産の部 325,450  負債の部 234,768 

流動資産 240,667 流動負債 220,797 

現金及び預金 38,467 支払手形 9,846 

受取手形 3,734 買掛金 187,458 

売掛金 145,587 短期借入金 5,000 

リース投資資産 59 リース債務 122 

有価証券 20,568 賞与引当金 1,000 

たな卸資産 15,521 返品調整引当金 6,965 

繰延税金資産 2,270 その他 10,403 

その他 20,387 固定負債 13,971 

貸倒引当金 △5,928 リース債務 376 

    退職給付引当金 10,542 

固定資産 84,783 役員退職慰労引当金 967 

有形固定資産 39,047 債務保証引当金 748 

土地 19,799 その他 1,337 

その他（純額） 19,248  純資産の部 90,682 

無形固定資産 4,190 株主資本 89,954 

投資その他の資産 41,545 資本金 4,500 

投資有価証券 33,411 資本剰余金 1,130 

繰延税金資産 4,622 資本準備金 1,130 

その他 10,634 利益剰余金 84,345 

貸倒引当金 △7,123 利益準備金 1,125 

    その他利益剰余金 83,220 

    自己株式 △21

    評価・換算差額等 728 

    その他有価証券評価差額金 728 

資産合計 325,450 負債・純資産合計 325,450 
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損 益 計 算 書 

自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日 

 
（単位：百万円） 

勘定科目 金額 

売上高 547,236 

売上原価 485,490 

売上総利益 61,745 

販売費及び一般管理費 55,545 

営業利益 6,199 

営業外収益 3,861 

営業外費用 7,917 

経常利益 2,144 

特別損失 187 

税引前当期純利益 1,957 

法人税､住民税及び事業税 291 

法人税等調整額 587 

当期純利益 1,078 
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株主資本等変動計算書 

自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日 

（単位：百万円） 

 株   主   資   本 
評価・換算

差額等 

 資本剰余金 利 益 剰 余 金 

 

 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金

その他 

利益剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金

純資産 

合計 

前期末残高 4,500 1,130 1,125 82,775 83,900 △108 89,422 178 89,600

事業年度中の変動額          

剰余金の配当    △633 △633  △633  △633

自己株式の取得    － － △3 △3  △3

自己株式の処分    － － 90 90  90

当期純利益    1,078 1,078  1,078  1,078

株主資本以外の項目        

の事業年度中の        

変動額（純額）        

549 549

事業年度中の変動額合計 － －  － 445 445 86 532 549 1,081

当期末残高 4,500 1,130 1,125 83,220 84,345 △21 89,954 728 90,682

 
 
 
 

以 上 


