
平成 23年 11月 30日 

各 位 

会 社 名 株式会社 技研製作所 

代表者名 代表取締役社長 北村 精男 

（コード番号 ６２８９ 大証第２部） 

問合せ先 常務取締役 田中 孝明 

（ＴＥＬ ０８８－８４６－２９３３） 

           

非上場の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である有限会社北村興産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。 

 

記 

 

１．非上場の親会社等の概要 

（１） 名称          有限会社北村興産 

（２） 所在地         高知県香南市赤岡町２２３３番地 

（３） 代表者の役職・氏名   代表取締役社長 北村 知佐子 

（４） 事業の内容       不動産の賃貸および造園管理 

（５） 資本金         41,490千円 

（６） 当社との関係      ①資本関係 議決権所有割合 28.65％ 

（平成 23年８月 31日現在） 

②人的関係 当社の代表取締役が有限会社北村興産     

      の取締役を兼務しております。 

③取引関係 該当事項はありません。 

 



貸借対照表 

平成23年８月31日現在 

（単位：円） 

科目 金額 科目 金額 

【資産の部】  【負債の部】  

流動資産 49,079,662 流動負債 29,842,899 

現金及び預金 44,637,486 買掛金 1,388,940 

貯蔵品 410,204 短期借入金 9,000,000 

前払費用 317,876 未払金 2,609,605 

未収入金 3,612,623 未払法人税等 180,500 

未収収益 7,374 未払費用 16,553,670 

仮払金 94,099 預り金 110,184 

固定資産 2,053,987,034 固定負債 1,872,668,300 

有形固定資産 301,234,567 社債 1,575,000,000 

建物 195,981,881 長期借入金 297,500,000 

建物附属設備 70,909 預り保証金 168,300 

構築物 1,253,281 負債合計 1,902,511,199 

土地 103,928,496 【純資産の部】  

投資その他の資産 1,752,752,467 株主資本 200,555,497 

投資有価証券 1,752,752,467 資本金 41,490,000 

  利益剰余金 159,065,497 

  繰越利益剰余金 159,065,497 

  純資産合計 200,555,497 

資産合計 2,103,066,696 負債及び純資産合計 2,103,066,696 

 



損益計算書 

自 平成22年９月１日 

至 平成23年８月31日 

（単位：円） 

科目 金額 

売上高  10,025,927 

売上原価  1,424,552 

売上総利益  8,601,375 

販売費及び一般管理費  23,713,295 

営業損失  15,111,920 

営業外収益   

受取利息 16,317  

投資有価証券利息 196,334  

受取配当金 46,868,284  

雑収入 574,059 47,654,994 

営業外費用   

支払利息 546,266  

社債利息 15,569,724 16,115,990 

経常利益  16,427,084 

税引前当期純利益  16,427,084 

法人税、住民税及び事業税  180,500 

当期純利益  16,246,584 

   



【所有者別状況】 

平成23年８月31日現在 

区分 

株式の状況 
単元未満 

株式の状況 

（株） 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 

金融商品

取引業者 

その

他の

法人 

外国法人等 個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 

（人） 
－ － － － － － 2 2 － 

所有株式数 

（株） 
－ － － － － － 4,149 4,149 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ － － － － － 100.00 100.00 － 

 

【大株主の状況】 

平成23年８月31日現在 

氏名又は名称 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（％） 

北村 精男 高知県香南市 4,148 99.98 

北村 博美 東京都港区 1 0.02 

計 － 4,149 100.00 

 

【役員の状況】 

平成23年８月31日現在 

役名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

（株） 

代表取締役 

社長 

北村 知佐子 

（注）1. 
昭和16年３月15日生 

昭和63年12月 ㈲北村興産取締役 

平成５年５月 ㈲北村興産代表取締役社長 

       （現任） 

－ 

取締役 北村 精男 昭和15年11月12日生 

昭和42年１月 高知技研コンサルタント創業 

昭和46年８月 ㈱高知技研コンサルタント 

（昭和56年８月㈱技研施工に

商号変更）設立 

同社代表取締役社長 

昭和53年１月 ㈱技研製作所設立 

同社代表取締役社長 

昭和56年10月 ㈱技研通商設立 

同社取締役 

昭和63年12月 ㈲北村興産設立 

同社代表取締役社長 

平成元年９月 ㈱技研通商が㈱技研製作所、

㈱技研施工を合併、同時に商

号を㈱技研製作所に変更 

代表取締役社長（現任） 

平成５年５月 ㈲北村興産取締役（現任） 

4,148 

（注）1. 代表取締役北村知佐子は、当社代表取締役北村精男の配偶者であります。 

以上 


