
 
 

平成 23 年 10 月 7 日 

各 位 

会 社 名 日本精蠟株式会社 

                     代表者名 代表取締役社長 吉田 泰邦 

                         （コード番号 5010 東証第２部） 

問合せ先 取締役総務部長 細田 八朗 

（ＴＥＬ 03-3523-3530） 

 

親会社等の決算に関するお知らせ 

 

当社の親会社等である、株式会社エー･ティ･エスの平成 23 年 7 月期の決算内容が確定いた

しましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

1.親会社等の概要  

(1)名   称   株式会社エー･ティ･エス 

(2)所 在 地   東京都渋谷区道玄坂 1-17-11      

(3)代表者の     

役職・氏名   代表取締役 中津信治 

(4)事 業 内 容   ホテル及びレストラン経営 

(5)資 本 金   20,000 千円 

(6)当社との関係 

  ①資本関係  議決権所有割合 20.8％（平成 23 年 6 月 30 日現在） 

     ②人的関係  該当事項はありません。 

     ③取引関係  該当事項はありません。 
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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

株主数(人） 1 1 -

所有株式数(単元) 400 400 0

所有株式数の割合(％) 100 100 -

　(2)大株主の状況

氏名又は名称

吉田奈由美

　(3)役員の状況

役名

代表取締役 0

取締役 400

　中津信治 昭和12年4月21日

　吉田奈由美 昭和39年5月5日

東京都港区 400 100

平成23年7月31日現在
氏名 生年月日

平成23年7月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数1株)

平成23年7月31日現在
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(％)

金融商品
取引業者

金融機関
その他の

法人

政府及び
地方公共

団体 個人以外

外国法人等

個人
個人

その他
計

単元未満
株式の状況

(株）

略歴

 平成9年7月就任(現職)

 平成9年7月就任(現職)

所有株式数(株)
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3. 財務諸表

単位：千円

科目 金額 科目 金額

流動資産 261,698 流動負債 1,346,278

現金及び預金 40,469 未払金 1,326,643

未収入金 72,389 預り金 4,573

未収利息 148,839 未払法人税等 268

固定資産 1,783,894 未払消費税等 14,792

有形固定資産 15,542 固定負債 2,166,675

建物 10,086 長期借入金 2,166,675

建物附属設備 3,082 負債の部合計 3,512,954

車両運搬具 1,210

土地 1,162

無形固定資産 1,874 株主資本 △ 1,467,361

電話加入権 1,874 資本金 20,000

投資その他の資産 1,766,476 利益剰余金 △ 1,487,361

投資有価証券 587,506 その他利益剰余金 △ 1,487,361

出資金 10 繰越利益剰余金 △ 1,487,361

長期貸付金 1,170,993

敷金 7,850

長期前払費用 116 純資産の部合計 △ 1,467,361

資産の部合計 2,045,592 負債・純資産の部合計 2,045,592

(注)金額は、千円未満切捨て

純資産の部

(1) 貸 借 対 照 表（平成23年7月31日現在)

資産の部 負債の部
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単位：千円

売上高 133,887

売上原価 4,992

売上総利益 128,894

販売費及び一般管理費 329,274

営業損失 200,379

営業外収益

受取利息配当金 79,075

雑収入 2,129 81,204

営業外費用

支払利息 74,298

雑損失 109 74,407

経常損失 193,582

特別利益

固定資産売却益 241,775

投資有価証券売却益 180,122

貸倒引当金戻入益 5,700 427,597

特別損失

固定資産売却損 2,500,236

固定資産除却損 602 2,500,839

(2)　損　益　計　算　書　(自 平成22年8月1日　至 平成23年7月31日)

税引前当期純損失 2,266,824

法人税、住民税及び事業税 3,755

当期純損失 2,270,579

(注)　金額は、千円未満切捨て
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単位：千円

　株主資本

　　資本金 前期末残高及び当期末残高 20,000

　　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 783,218

当期変動額 △ 2,270,579

当期末残高 △ 1,487,361

　　　利益剰余金合計 前期末残高 783,218

当期変動額 △ 2,270,579

当期末残高 △ 1,487,361

　　株主資本合計 前期末残高 803,218

当期変動額 △ 2,270,579

当期末残高 △ 1,467,361

　純資産合計 前期末残高 803,218

当期変動額 △ 2,270,579

当期末残高 △ 1,467,361

　　(注)　金額は、千円未満切捨て

以上

(3)　株主資本等変動計算書（自 平成22年8月1日　至 平成23年7月31日)
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