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平成 25年７月 31日 

各      位 

会 社 名  株式会社タイヨー 

代表者名  代表取締役社長 清川 和彦 

（コード番号：9949 東証第二部 福証） 

問合せ先  財務部長 村田 浩 

（TEL 099-268-1211） 

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清和産興株式会社の平成 25 年５月期の決算が確定いたしましたので、下記の

通りお知らせいたします。 

記 

１．非上場の親会社等の概要（平成 25 年５月 31 日現在） 

（１） 商号 清和産興株式会社 

（２） 本店所在地 鹿児島県鹿児島市南栄三丁目 14 番地 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 清川 和彦 

（４） 事業内容 有価証券の保有等 

（５） 資本金の額 10,000千円 

（６） 当社との関係  

 ① 資本関係 当社の議決権所有割合 27.85％ 

 ② 人的関係 清和産興株式会社の代表取締役社長である清川和彦氏は、当社の代表取

締役社長を兼務しております。 

 ③ 取引関係 該当事項はありません。 

 

 

(注) 清和産興株式会社は、本日、当社普通株式につき公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を

実施する旨を公表しております。本公開買付けの買付予定株式等の下限は、9,454,203株であり、本公

開買付けが成立した場合、清和産興株式会社の当社の議決権所有割合は変動し、親会社及びその他の関

係会社に異動が生じる見込みですので、判明次第、開示する予定です。なお、本公開買付けの詳細につ

きましては、本日公表の「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照ください。 

(注) 清和産興株式会社の資本金の額は、平成 25年７月 31日現在、385,000千円となっております。又、清

和産興株式会社は、本公開買付けの成立後、清和産興株式会社が当社の株主を清和産興株式会社のみと

する手続により当社の議決権の全てを取得した後、平成 26 年２月を目途に、資本金を１億円にする減

資を行う予定とのことです。 
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２．当該親会社等の財務諸表 

 

【貸借対照表】  

 （単位：千円） 

  
第 26 期事業年度 

（平成 25年 5月 31日） 

資産の部  

 流動資産  

 現金及び預金 18,579 

 前払費用 385 

 未収入金 3,851 

 流動資産合計 22,816 

 固定資産   

 投資その他の資産  

  関係会社株式 2,984,551 

  投資その他の資産合計 2,984,551 

 固定資産合計 2,984,551 

 資産合計 3,007,367 

負債の部  

 流動負債  

 短期借入金 750,000 

 未払法人税等 977 

  預り金 19 

 流動負債合計 750,996 

 負債合計 750,996 

純資産の部  

 株主資本  

 資本金 10,000 

 資本剰余金  

  その他資本剰余金 2,165,126 

  資本剰余金合計 2,165,126 

 利益剰余金   

  利益準備金 20 

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金 81,223 

  利益剰余金合計 81,244 

 株主資本合計 2,256,370 

 純資産合計 2,256,370 

負債純資産合計 3,007,367 



 

3 

 

【損益計算書】  

 （単位：千円） 

  

第 26 期事業年度 

（自 平成 24年 6月 1 日 

至 平成 25年 5 月 31日） 

売上高 53,882 

売上原価 - 

売上総利益 53,882 

販売費及び一般管理費  

 支払手数料 2,940 

 地代家賃 98 

 租税公課 212 

 雑費 10 

 販売費及び一般管理費合計 3,261 

営業利益 50,621 

営業外収益  

 受取利息 1 

 雑収入 9 

 営業外収益合計 10 

営業外費用  

 支払利息 14,935 

 営業外費用合計 14,935 

経常利益 35,696 

税引前当期純利益 35,696 

法人税、住民税及び事業税 977 

当期純利益 34,719 
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【株主資本等変動計算書】  

 （単位：千円） 

  

第 26 期事業年度 

（自 平成 24年 6月 1 日 

至 平成 25年 5 月 31日） 

株主資本  

 資本金  

 当期首残高 10,000 

 当期変動額  

  当期変動額合計 - 

 当期末残高 10,000 

 資本剰余金  

 その他資本剰余金  

  当期首残高 2,165,126 

  当期変動額  

   当期変動額合計 - 

  当期末残高 2,165,126 

 利益剰余金  

 利益準備金  

  当期首残高 - 

  当期変動額  

  剰余金の配当 20 

   当期変動額合計 20 

  当期末残高 20 

 その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金  

   当期首残高 46,732 

   当期変動額  

   剰余金の配当 △ 228 

   当期純利益 34,719 

    当期変動額合計 34,491 

   当期末残高 81,223 

 株主資本合計  

 当期首残高 2,221,859 

 当期変動額  

  剰余金の配当 △ 207 

  当期純利益 34,719 

  当期変動額合計 34,511 

 当期末残高 2,256,370 
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３．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

（１）株式の所有者別状況 

平成 25年５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） 

 
－ － － 1 － － 1 2 － 

所 有 株 式 数 

（株） 
－ － － 4,150 － － 93,700 97,850 － 

所有株式数の 

割合（％） 
－ － － 4.24 － － 95.76 100.00 － 

(注) 平成 25 年７月４日、清和産興株式会社を完全子会社とする単独株式移転が行われたため、本日現在、株主数はそ

の他の法人１名のみであり、当該その他の法人の所有株式数及び所有株式数の割合は、それぞれ 112,850株及び 100％と

なっております。 

 

（２）大株主の状況 

平成 25年５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（％） 

清川 和彦 鹿児島市 93,700 95.76 

計 ― 93,700 95.76 

(注)  平成 25 年７月４日、清和産興株式会社を完全子会社とする単独株式移転が行われたため、本日現在、大株主は、

清和薩摩株式会社（住所：鹿児島県鹿児島市錦江台二丁目 32 番１号）のみであり、清和薩摩株式会社の所有株式数及び

所有株式数の割合は、それぞれ 112,850株及び 100％となっております。 

 

（３）役員の状況 

平成 25年５月 31日現在 

役職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

（株） 

代表取締役

社長 
清川 和彦 昭和 28年４月 14日 

昭和 52年４月 

昭和 57年９月 

昭和 63年９月 

 

平成３年１月 

平成 12年５月 

 

平成 20年３月 

 

平成 22年 12月 

 

平成 24年８月 

当社入社 

当社取締役に就任 

当社常務取締役に就任 

当社営業本部長 

当社代表取締役社長に就任（現任） 

新栄シティ開発株式会社代表取締役

社長に就任（現任） 

太陽サービス有限会社取締役社長に

就任（現任） 

清和産興株式会社代表取締役社長に

就任（現任） 

タイヨーネット株式会社代表取締役

会長に就任（現任） 

93,700 

(注)  平成 25 年７月４日、清和産興株式会社を完全子会社とする単独株式移転が行われたため、本日現在、清川和彦氏の

所有株式数は 0株となっております。 

以 上 


