
 

平成 28 年４月 13 日 

各  位 

会 社 名：ハリマ共和物産株式会社    

（コード：７４４４ 東証第二部）    

代表者名：代表取締役社長 津田 隆雄 

問合せ先：代表取締役副社長 津田 信也 

（ＴＥＬ：０７９－２５３－５２１７）  

 

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ 

 

当社の親会社等（その他の関係会社）である津田物産株式会社の平成 28 年１月期決算内容等につい

て、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．親会社等（その他の関係会社）の概要（平成 28 年 4 月 13 日現在） 

（１）名称 津田物産株式会社 

（２）所在地 兵庫県姫路市八代東光寺町３番３号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 土屋 愛子 

（４）事業内容 損害保険代理業 

（５）資本金 10 百万円 

 



 

２． 当該親会社等の財務諸表 

(1) 貸借対照表（平成 28 年１月 31 日現在） 

（単位：千円） 

科  目 金  額 科  目 金  額 

（資産の部） （負債の部） 

流動資産 96,181 流動負債 535

固定資産 638,143 固定負債 178,800

 負債合計 179,335

 （純資産の部） 

 株主資本 554,990

 純資産合計 554,990

資産合計 734,325 負債・純資産合計 734,325

 

 

(2) 損益計算書（平成 27 年２月１日～平成 28 年１月 31 日） 

（単位：千円） 

科  目 金  額 

売上高 11,463

営業損失 5,143

経常利益 40,513

当期純利益 40,141

 



 

３．株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況（平成 28 年１月 31 日現在） 

(1) 所有者別状況 

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） 
― ― ― ― ― ― 20 20 ―

所有株式数 

（株） 
― ― ― ― ― ― 21,600 21,600 ―

所有株式数 

の割合（％） 
― ― ― ― ― ― 100 100 ―

 

(2) 大株主の状況 

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（％） 

津田 隆雄 兵庫県姫路市 4,971 23.01

津田 信也 兵庫県姫路市 4,159 19.25

津田 則子 兵庫県姫路市 1,966 9.10

津田 敏秀 岡山県岡山市 1,878 8.69

津田 礼子 兵庫県姫路市 1,586 7.34

津田 邦義 広島県福山市 1,274 5.90

津田 陽子 兵庫県姫路市 1,150 5.32

その他 ― 4,616 21.39

計  21,600 100.00

 

(3) 役員の状況 

役職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式

数（株）

代表取締役 津田 礼子 昭和 31 年 10 月７日生 平成６年６月 代表取締役 1,586

取締役 津田 信也 昭和 32 年３月 16 日生 昭和 55 年１月 取締役 4,159

取締役 津田 三夫 昭和５年４月 18 日生 昭和 55 年１月 取締役 77

取締役 津田 隆雄 昭和 26 年２月 13 日生 昭和 60 年４月 取締役 4,971

取締役 土屋 匡輝 昭和 56 年７月 18 日生 平成 27 年５月 取締役 330

取締役 土屋 愛子 昭和 56年 10 月 12 日生 平成 25 年３月 取締役 350

監査役 津田 則子 昭和 30 年８月５日生 平成 27 年５月 監査役 1,966

計 13,439

 

以 上 


