
平成29年６月23日

各位

会 社 名　株式会社バリューゴルフ

代表者名　代表取締役社長　水口　通夫

（コード：3931　東証マザーズ）

問合せ先　取締役管理部部長　渡辺　和昭

(TEL　03-6435-1535)

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)である株式会社ゼネラルアサヒの平成29年３月期(平

成28年４月１日～平成29年３月31日)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．非上場の親会社等の概要

(１)親会社等の商号　　　　株式会社ゼネラルアサヒ

(２)本社所在地　　　　　　福岡県福岡市東区松田３丁目777番地

(３)代表者の役職・氏名　　代表取締役社長　松岡 弘明

(４)主な事業内容　　　　　印刷業

(５)資本金の額　　　　　　490百万円

(６)当社との関係

①資本関係　　議決権所有割合 21.4%(平成29年１月31日現在)

②人的関係　　該当事項はありません。

③取引関係　　当社は出版物の印刷を同社に委託しております。
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２．当該親会社等の財務諸表

貸　借　対　照　表
(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額

流動資産 12,481,235 流動負債 5,464,393

固定資産 6,712,407 固定負債 1,247,280

　有形固定資産 4,943,757 負債合計 6,711,673

　無形固定資産 34,592 純資産の部

　投資その他の資産 1,734,058 株主資本 12,425,623

　資本金 490,000

　資本剰余金 311,765

　利益剰余金 12,969,394

　自己株式 △1,345,536

評価・換算差額等 56,346

純資産合計 12,481,969

資産合計 19,193,642 負債・純資産合計 19,193,642
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損 益 計 算 書
(自　平成28年４月１日

 至　平成29年３月31日)

(単位：千円)

科目 金額

売上高 16,750,386

売上原価 12,728,875

売上総利益 4,021,511

販売費及び一般管理費 1,966,703

営業利益 2,054,808

営業外収益 755,293

営業外費用 48,693

経常利益 2,761,408

特別利益 983

特別損失 14,273

税引前当期純利益 2,748,118

法人税、住民税及び事業税 781,460

法人税等調整額 873

当期純利益 1,965,785
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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29年３月31日現在

区分

株式の状況
単位未満
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)

－ 8 － 9 － － 64 81

所有株式
数(株)

－ 47,000 － 136,539 － － 148,039 331,578

所有株式
数の比率

(%)
－ 14.17 － 41.18 － － 44.65 100.00

(２)大株主の状況

平成29年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数(株)
発行済株式数に対する所

有株式数の割合(%)

松岡弘明 福岡市南区 105,499 31.82

株式会社ジーエープロダクト 福岡市東区松田3-3-36 78,960 23.81

株式会社ゼネラルアサヒ 福岡市東区松田3-777 40,300 12.15

有限会社ビュウ 福岡市南区多賀1-3-15 10,879 3.28

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-5-5 7,000 2.11

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神2-13-1 7,000 2.11

松岡キミ子 福岡市南区 6,600 1.99

株式会社親和銀行 長崎県佐世保市島瀬町10-12 6,000 1.81

株式会社西日本シテイ銀行 福岡市博多区博多駅前1-3-6 6,000 1.81

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1-2-1 6,000 1.81

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 6,000 1.81

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 6,000 1.81

計 286,238 86.33
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(３)役員の状況

平成29年３月31日現在

役職名 氏名 生年月日 略歴 所有株式(株)

代表取締役社長 松岡　弘明 昭和20年12月１日

昭和44年12月　当社取締役

昭和63年12月　当社代表取締役社長

(現任)

105,499

取締役副社長 藤　　光広 昭和33年５月14日

平成15年６月　当社取締役
平成27年４月　当社専務取締役
平成28年４月　当社取締役副社長

(現任)

330

専務取締役 岡田　慶喜 昭和42年６月６日

平成19年６月　当社取締役

平成27年４月　当社専務取締役

(現任)

225

取締役 小田　重文 昭和35年８月21日 平成23年６月　当社取締役(現任) 60

取締役 鳥山　明徳 昭和34年10月11日 平成25年６月　当社取締役(現任) －

取締役 石井　淳夫 昭和28年10月16日

平成15年６月　当社取締役
平成27年４月　当社取締役副社長
平成28年１月　当社非常勤取締役

(現任)

330

取締役 松岡　かずみ 昭和45年７月22日
平成28年６月　当社非常勤取締役

(現任)
4,000

監査役 家宇治　孝志 昭和33年10月17日
平成15年６月　当社取締役
平成27年４月　当社専務取締役
平成28年６月　当社監査役(現任)

330

監査役 中垣　一明 昭和26年３月12日

平成２年６月　株式会社全教研

代表取締役社長

平成16年６月　当社監査役就任

(現任)

平成28年11月　株式会社全教研

相談役(現任)

－

以上
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