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     平成 29年６月 27日  

各 位  

会 社 名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 

代表者名 代表取締役社長 ティモシー・ハンシング 

  （JASDAQコード：3350） 

問合せ先 取締役 CFO 王生 貴久 

電話番号 050-5835-0966 

 

非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ 

 

 当社の非上場の親会社等であるレッド・プラネット・ホールディングス・ピーティーイ

ー・エルティディーの平成 28年 12月期の決算が確定いたしましたので、以下のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１．親会社等の概要 

（１）名称 レッド・プラネット・ホールディングス・ピーティーイー・エルティディー 

（２）所在地 シンガポール 189702、ショー・タワーズ＃25-06、100ビーチ・ロード 

（３）代表者の役職・氏名 取締役 ティモシー・ハンシング 

（４）事業内容 宿泊業及び投資事業等 

（５）資本金  5,000シンガポールドル 

 

２．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 12月 31日現在 

区分 

株式の状況(１単元の株式数 １株) 

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 － 

所有株式数 
(単元) 

－ － － － 5,000 － － 5,000 － 

所有株式数 
の割合(％) 

－ － － － 100.00 － － 100.00 － 
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（２）大株主の状況 

平成 28年 12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(％) 

レッド・プラネット・ホテル
ズ・リミテッド 

ケイマン諸島、KY1-9007、グランドケイマ
ン、カマナベイ、89ネクサスウェイ 

5,000 100.00 

計 ― 5,000 100.00 

 

（３）役員の状況 

役名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

(株) 

取締役 

ティモシー・ジ

ョン・ハンシン

グ 

1967年２月４日 

平成元年 Whitbread Hotel Group社 入社 

注１ － 

平成５年 Pannll Kerr Foster Associates 社 

入社 シニアコンサルタント 

平成８年 Arthur Andersen社入社 中東アフ

リカ地区 Real Estate&Hospitality 

Group ディレクター就任 

平成 11年 

 

Movenpick Hoteles and Resorts 社 

上級副社長就任 

平成 14年 Kingdom Hotel Investment社 

開発担当執行役員就任 

平成 22年 Red Planet Hotels Limited 取締役

CEO就任（現任） 

平成 23年９月 

 

平成 25年４月 

Red Planet Holdings Pte.Ltd.取締

役（現任） 

株式会社レッド・プラネット・ジャパ

ン 取締役 

平成 27年 10月 株式会社レッド・プラネット・ジャパ

ン 代表取締役社長 CEO（現任） 

取締役 
ケネス・スコッ

ト・カー 
1963年８月６日 

昭和 61年 PriceWaterhouse Coopers, London入

社 公認会計士 

注１ － 

平成 4年 Bass Hotels & Resorts社 入社 

平成 14年 Elegant Hotel Group社 

CEO, COO就任 

平成 16年 Kera Privaate Ltd. 創業者オーナ

ー 

平成 18年 Kingdom Hotel Investments 

アジア・パシフィック地区 買収およ

び開発担当副社長就任 

平成 22年 3月 Red Planet Hotels Limited 取締役 

買収担当上級副社長就任（現任） 

平成 23年 9月 Red Planet Holdings Pte.Ltd.取締

役（現任） 

（注１） 役員任期の定めはありません。 
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３．当該親会社等の財務諸表 

（１）損益計算書及びその他の包括利益計算書 

（自 2015年 10 月１日 至 2016年 12月 31日） 

  

2015.10.01～ 

2016.12.31 

2014.10.01～ 

2015.09.30 

  米ドル 米ドル 

売上高 75,000 45,000 

その他の売上 363,127 - 

管理費 (1,727,889) (86,208) 

金融費用 (173,080) (40,671) 

税引前当期損失 (1,462,842) (81,879) 

法人所得税 - - 

当期損失 (1,462,842) (81,879) 

その他包括利益 - - 

当期包括利益合計 (1,462,842) (81,879) 

   

当期利益の帰属   

 親会社 (1,462,842) (81,879) 

   

当期包括利益合計の帰属   

 親会社 (1,462,842) (81,879) 
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（２）財務状態計算書 

（2016年 12月 31日時点） 

  2016.12.31 2015.09.30 

   米ドル  米ドル 

非流動資産     

子会社への投資 46,077,099 26,630,956 

非流動資産合計 46,077,099 26,630,956 

   

流動資産   

売掛金及びその他の債権 1,815,896 504,548 

現金及び現金同等物 3,236,982 75,450 

流動資産合計 5,052,878 579,998 

資産合計 51,129,977 27,210,954 

    

資本及び負債   

資本   

資本金 4,129 4,129 

累積損失 (5,507,111) (4,044,269) 

 
(5,502,982) (4,040,140) 

    

非流動負債   

その他の非流動負債 56,618,692 29,402,434 

   

流動負債   

短期借入金 - 1,668,324 

その他の流動負債 14,267 180,336 

流動負債合計 14,267 1,848,660 

   

負債合計 56,632,959 31,251,094 

   

資本及び負債合計 51,129,977 27,210,954 
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（３）持分変動計算書 

（自 2015年 10 月１日 至 2016年 12月 31日） 

 

 
資本金 累積損失 合計 

 米ドル 米ドル 米ドル 

2015年    

2014年 10月 1日の残高 4,129 (3,962,390) (3,958,261) 

当期包括利益合計 - (81,879) (81,879) 

2015年 9月 30日の残高 4,129 (4,044,269) (4,040,140) 

    

2016年    

2015年 10月 1日の残高 4,129 (4,044,269) (4,040,140) 

当期包括利益合計 - (1,462,842) (1,462,842) 

2016年 12月 31日の残高 4,129 (5,507,111) (5,502,982) 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（自 2015年 10 月１日 至 2016年 12月 31日） 

 

2015.10.01～ 

2016.12.31 

2014.10.01～ 

2015.09.30 
 

米ドル  米ドル  

営業活動によるキャッシュ・フロー： 

  

税引前当期損失 (1,462,842) (81,879) 

キャッシュ・フロー（純額）に対する税引前損失の調整   

追加：金融費用 173,080 40,671 

その他の収入 (228,350) - 

未実現の為替差損 826,794 - 

運転資本増減前の営業損失 (691,318) (41,208) 

   

運転資本の増減：   

売掛金及びその他の債権 405,044 (9,891) 

その他の債務 (46,140) 54,831 

業務からのキャッシュ・フロー(純額) (332,414) 3,732 

納税 - - 

営業活動によるキャッシュ・フロー（純額） (332,414) 3,732 

   

投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社への投資 (19,446,143) (4,180,206) 

子会社からの支払額 (1,789,474) - 

投資活動によるキャッシュ・フロー（純額） (21,235,617) (4,180,206) 

   

財務活動によるキャッシュ・フロー   

金融費用 (182,516) (31,235) 

関連当事者から/関係当事者に支払われる金額 (96,293) - 

持株会社からの正味支払額 27,459,178 2,594,279 

（返済）/短期借入金 (1,646,684) 1,668,324 

財務活動によるキャッシュ・フロー（純額） 25,533,685 4,231,368 
 

  

現金及び現金同等物の増加額 3,965,654 54,894 

現金及び現金同等物の期首残高 75,450 20,556 

現金及び現金同等物に対する為替換算の影響 (804,122) - 

現金及び現金同等物の期末残高 3,236,982 75,450 

 

以 上 


