
 
平成２２年６月３０日 

各      位 

会 社 名  スターツコーポレーション株式会社 
代表者名  代表取締役社長 河野 一孝 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ８８５０） 
問合せ先  

役職・氏名 経理部長 村松 久行 
電   話 ０３－６２０２－０３７７ 

親会社等の平成２２年３月期決算に関するお知らせ 

当社のその他の関係会社である有限会社豊州の平成 22 年 3 月期（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31

日）決算につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

１．その他の関係会社の名称等   有限会社豊州 

２．事業の内容          不動産の保有、売買、賃貸及び管理等 

３．当社との関係 

 （１）資本関係        議決権所有割合 25.35％ 

 （２）人的関係        同社の取締役１名が当社の取締役を兼務 

 （３）取引関係        不動産管理委託等 

４．株式等の状況 

  （１）発行済株式総数     691,190 株 

  （２）所有者別状況               

 

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） － － － － － － 5 5 －

所有株式数（株） － － － － － － 691,190 691,190 －

所有株式の割合（％） － － － － － － 100.0 100.0 －

単元未満株
式の状況
（株）

株式の状況

区分

 
  （３）大株主の状況 

 

株主名 住所 所有株式数（株） 所有株式割合
村石　久二 千葉県市川市 659,000 95.3%
村石　純子 千葉県市川市 20,190 2.9%
合計 679,190 98.3%  

 

５．役員の状況 

 

役名 氏名 生年月日 略歴 所有株式数
取締役 村石　久二 昭和19年9月30日 昭和62年4月20日　同社取締役（現任） 659,000株  



６．親会社等の財務諸表 

（１）貸借対照表（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

（単位：千円） 

  

金額 金額

流動資産 11,329 流動負債 5,684

現金及び預金 7,488 未払法人税等 475

その他 3,840 預かり保証金 4,381

固定資産 2,096,219 その他 828

有形固定資産 392,142 5,684

建物 189,924

土地 202,218 株主資本 2,101,864

投資その他の資産 1,704,077 資本金 92,200

投資有価証券 1,703,132 資本剰余金 1,685,800

その他 945 資本準備金 856,000

その他資本剰余金 829,800

利益剰余金 323,864

その他利益剰余金 323,864

　繰越利益剰余金 323,864

2,101,864

2,107,549 2,107,549資産の部合計

負債の部合計

純資産の部

純資産の部合計

負債及び純資産合計

科目

資産の部 負債の部

科目

 

 

（２）損益計算書（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで） 

（単位：千円） 

  

売上高 52,960

売上総利益 52,960

販売費及び一般管理費 38,961

営業利益 13,999

営業外収益

受取配当金 145,982

その他 10 145,933

営業外費用

支払利息 786 786

経常利益 159,205

税引前当期純利益 159,205

法人税等 16,290

当期純利益 142,915

科目 金額

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）株主資本等変動計算書（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで） 

（単位：千円） 

   

株主資本

資本金 前期末残高 92,200
当期末残高 92,200

資本剰余金
資本準備金 前期末残高 856,000

当期末残高 856,000

その他資本剰余金 前期末残高 829,800
当期末残高 829,800

資本剰余金合計 前期末残高 1,685,800
当期末残高 1,685,800

利益剰余金
その他利益剰余金
　繰越利益剰余金 前期末残高 180,949

当期変動額 当期純利益金額 142,915
当期末残高 323,864

利益剰余金合計 前期末残高 180,949
当期変動額 142,915
当期末残高 323,864

株主資本合計 前期末残高 1,958,949
当期変動額 142,915
当期末残高 2,101,864

純資産の部合計 前期末残高 1,958,949
当期変動額 142,915
当期末残高 2,101,864

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


