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平成 28 年８月 31 日 
各 位 

会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング 
代表者名 代表取締役社長  中 村 敏 夫 

（コード番号 3069 ＪＡＳＤＡＱ） 
問合せ先 法務総務部長  尾 崎 富 彦 

（TEL.03－6311－8892） 
 
 

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（その他の関係会社）である阪神酒販株式会社の平成 28 年５月期の決

算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．親会社等の概要 

（１）名称 阪神酒販株式会社 
（２）本店所在地 兵庫県神戸市兵庫区吉田町２丁目 13 番６号 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 檜垣 周作 
（４）事業内容 インターネット販売や宅配を中心とした飲料や食品の製造・輸

入・小売販売、飲食店の運営および有価証券の保有・管理 
（５）資本金 190 百万円 
（６）設立年月日 昭和 35 年 11 月２日 
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２．当該親会社等の財務諸表 
（１）貸借対照表（平成 28 年５月 31 日現在） 
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（２）損益計算書（平成 27 年６月 1 日から平成 28 年５月 31 日まで） 
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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）【所有者別状況】

 

        
  

（平成 28 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） ― ― ― 2 ― ― 3 5 ―

所有株式数

（株） ― ― ― 1,050 ― ― 14,950 16,000 ―

所有株式数

の割合（％） ― ― ― 6.56 ― ― 93.44 100.00 ―

 
 

 
（2）【大株主の状況】 
 （平成 28 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（％） 

檜垣 周作 兵庫県神戸市中央区 12,200 76.25 

檜垣 明代 兵庫県神戸市中央区 2,450 15.31 

住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目 8 番 11 号 800 5.00 

檜垣 克行 兵庫県神戸市中央区 300 1.88 
ニュー・フロンティア・パートナ

ーズ株式会社 東京都港区芝二丁目 31 番 19 号 250 1.56 

計 － 16,000 100.00 

 
 
 
（3）【役員の状況】 

 
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有株式数

（株） 

代表取締役 
社長 

― 檜垣 周作 昭和 51 年１月 13 日

平成 11 年４月 アサヒビール株式会社 入社 

（注）１ 12,200

平成 13 年 11 月 当社 代表取締役社長（現任） 
平成 21 年３月 HSI グローバル株式会社 代表取締役社

長（現任） 
平成 21 年６月 株式会社アスラポート・ダイニング 社

外取締役 
 株式会社プライム・リンク 社外取締役 
 株式会社とり鉄 社外取締役（現任） 
平成 21 年 10 月 株式会社アスラポート・ダイニング 代

表取締役社長 
 株式会社プライム・リンク 代表取締役

会長 
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平成 23 年６月 株式会社プライム・リンク 代表取締役

社長（現任） 
平成 24 年１月 株式会社フードスタンドインターナショ

ナル 代表取締役（現任） 
平成 25 年４月

 
九州乳業株式会社 代表取締役社長（現 
任） 

平成 25 年９月 株式会社弘乳舎 代表取締役（現任） 

平成 26 年６月 Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現

任） 

平成 27 年４月 株式会社どさん子 取締役（現任） 

平成 27 年４月 茨城乳業株式会社 取締役（現任） 

平成 27 年７月 T&S Enterprises (London) Limited 取

締役（現任） 

平成 27 年７月 S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役

（現任） 

平成 27 年７月 Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現

任） 

平成 27 年 12 月 株式会社ルパンコティディアンジャパ

ン取締役（現任） 

平成 28 年２月 株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役（現

任） 

平成 28 年２月 株式会社アスラポート・ダイニング 代

表取締役会長（現任） 

平成 28 年２月 ジャパン・フード＆リカー・アライアン

ス株式会社 代表取締役社長（現任） 

平成 28 年３月 株式会社フンドーダイ五葉 取締役会長

（現任） 

平成 28 年４月 株式会社 DSK グループ 取締役（現任） 

監査役 ― 大野 千幸 昭和 39 年７月２日

平成２年２月 ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッ

ド 入社 

（注）２ ―

平成８年 10 月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 

債券部クレジット・トレーディング デ

ィレクター 
平成 15 年１月 UBS 証券会社 入社 債券部グローバ

ル・クレジット・デリバティブ・トレー

ディング ディレクター 
平成 16 年５月 日興シティグループ証券株式会社 入社 

債券部ローン事業部長 
平成 21 年８月 当社 社外監査役（現任） 

平成 21 年 12 月 株式会社アスラポート・ダイニング 社

外監査役（現任） 
（注）１ 取締役の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会の日から平成29年５月期に係る定時株主総会終結

の時までとなります。 
   ２ 監査役の任期は、平成25年５月期に係る定時株主総会の日から平成29年５月期に係る定時株主総会終結

の時までとなります。 
 
 

以上 


