
 

 

 

                

 

 2019年６月27日 

各    位 

会 社 名 株 式 会 社 毎 日 コ ム ネ ッ ト 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  伊 藤  守 

（コード番号：8908 東証第一部） 

問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 小野田 博幸 

電 話 番 号   03-3548-2111 

 
 
 

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株式会社ＫＪホールディングスの2019年３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 株式会社ＫＪホールディングス 

（2）所在地 東京都豊島区南池袋二丁目49番７号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 佳志 

（4）事業内容 株券等の保有・管理及び経営に対する助言サポート等を通じた持株会社事業 

（5）資本金 80,000千円 

 

2. 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 
2019年３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 － 

所有株式数（株） － － － 101,757 － － － 101,757 － 

所有株式数 
の割合（％） 

－ － － 100.00 － － － 100.00 － 

 

 

（2）大株主の状況 
2019年３月31日現在  

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％） 

株式会社Ｋコーポレーション 愛知県名古屋市千種区城山町一丁目14番地の４ 101,757 100.00 

 

 



 

（3）役員の状況 
        2019年３月31日現在  

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 

所有 

株式数

（株） 

代表取締役 

社長 
－ 佐藤 佳志 昭和29年９月13日 

平成23年４月 株式会社ＫＪホールディングス 代表取締役社長 

（現任） 

－ 

平成23年６月 株式会社河合塾マナビス 取締役（現任） 

 アマノ株式会社 監査役（現任） 

平成25年６月 学校法人河合塾学園 理事（現任） 

平成26年１月 株式会社テスト研究センター 監査役（現任） 

平成27年６月 株式会社日米英語学院 代表取締役会長（現任） 

平成28年４月 学校法人河合塾 理事（現任） 

平成28年５月 一般社団法人愛知県専修学校各種学校連合会 理事 

（現任） 

 学校法人文理学院 理事（現任） 

平成29年５月 学校法人東京学園高等学校 理事（現任） 

平成29年８月 株式会社毎日コムネット 取締役（現任） 

平成29年10月 株式会社セブンシーズ 取締役（現任） 

平成31年２月 株式会社ウィル・シード 取締役（現任） 

取締役会長 － 河合 弘登 昭和22年３月７日 

平成元年３月 学校法人文理学院 理事（現任） 

－ 

平成13年５月 学校法人河合塾 理事長（現任） 

平成23年４月 株式会社ＫＪホールディングス 取締役会長（現任） 

 公益財団法人河合記念奨学財団 代表理事（現任） 

平成25年９月 株式会社Ｋコーポレーション 代表取締役（現任） 

平成26年２月 一般財団法人日本教育研究イノベーションセンター  

代表理事（現任） 

平成28年６月 学校法人河合塾学園 会長（現任） 

 学校法人東京学園高等学校 理事長（現任） 

常務取締役 － 近藤 裕重 昭和37年２月21日 

平成25年６月 株式会社ＫＪホールディングス 常務取締役（現任） 

－ 

 株式会社テスト研究センター 代表取締役社長（現任） 

 株式会社ＫＥＩアドバンス 取締役（現任） 

 株式会社河合塾進学研究社 取締役（現任） 

 株式会社ガウディア 監査役（現任） 

平成25年12月 株式会社日能研東海 監査役（現任） 

 株式会社ハピラル・テストソリューションズ 監査役

（現任） 

平成26年１月 株式会社河合塾マナビス 監査役（現任） 

 株式会社全国試験運営センター 監査役（現任） 

 株式会社河合出版 監査役（現任） 

平成26年６月 株式会社文理ラーニング 監査役（現任） 

平成27年６月 株式会社日米英語学院 取締役（現任） 

平成30年１月 株式会社レペリオ 監査役（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 

所有 

株式数

（株） 

取締役 
経営企画 

部長 
勝見 大八 昭和41年12月10日 

平成23年６月 株式会社河合出版 取締役（現任） 

－ 

 株式会社全国試験運営センター 取締役（現任） 

 株式会社ハピラル・テストソリューションズ 取締役

（現任） 

平成24年８月 株式会社ウィル・シード 監査役（現任） 

平成25年４月 株式会社日能研東海 取締役（現任） 

平成25年10月 株式会社ＫＪホールディングス 取締役（現任） 

平成26年６月 株式会社河合塾進学研究社 監査役（現任） 

 株式会社ＫＥＩアドバンス 監査役（現任） 

平成28年11月 株式会社日米英語学院 監査役（現任） 

平成29年６月 ＩＢＣパブリッシング株式会社 監査役（現任） 

平成29年10月 株式会社セブンシーズ 監査役（現任） 

平成30年１月 株式会社レペリオ 取締役（現任） 

取締役 － 河合 英樹 昭和57年10月２日 

平成25年９月 株式会社Ｋコーポレーション 取締役（現任） 

－ 

平成26年６月 公益財団法人河合記念奨学財団 理事（現任） 

平成27年６月 株式会社ＫＪホールディングス 取締役（現任） 

平成28年６月 学校法人河合塾学園 理事長（現任） 

 学校法人河合塾 理事（現任） 

 株式会社学協 監査役（現任） 

平成30年５月 一般社団法人日本教育研究イノベーションセンター 

理事（現任） 

 学校法人文理学院 理事（現任） 

取締役 － 信實 秀則 昭和33年４月20日 

平成26年６月 学校法人河合塾 理事（現任） 

－ 

 学校法人文理学院 理事（現任） 

平成26年10月 株式会社河合塾進学研究社 取締役（現任） 

 株式会社ＫＥＩアドバンス 取締役（現任） 

 株式会社ハピラル・テストソリューションズ 取締役

（現任） 

平成28年６月 学校法人東京学園高等学校 理事（現任） 

 株式会社ＫＪホールディングス 取締役（現任） 

取締役 － 前田 康宏 昭和34年４月６日 

平成26年６月 学校法人河合塾 理事（現任） 

－ 

平成28年６月 学校法人東京学園高等学校 理事（現任） 

 株式会社ＫＪホールディングス 取締役（現任） 

平成29年６月 株式会社河合塾進学研究社 代表取締役社長（現任） 

監査役 － 冨岡 和隆 昭和25年７月31日 

平成28年６月 学校法人河合塾 監事（現任） 

－  学校法人文理学院 監事（現任） 

 株式会社ＫＪホールディングス 監査役（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. 親会社等の財務諸表 

 
貸 借 対 照 表 

 
（2019年３月31日現在） 

 （単位：千円） 

資産の部 負債及び純資産の部 

科目 金額 科目 金額 

流動資産 838,390 流動負債  3,032,280 

固定資産 6,513,719  固定負債  2,900,811 

  有形固定資産 5,960 負債合計 5,933,091 

  無形固定資産 1,985 株主資本 1,417,482 

  投資その他の資産 6,505,773 評価・換算差額等 1,535 

  純資産合計 1,419,017 

資産合計 7,352,109 負債・純資産合計 7,352,109 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 
損 益 計 算 書 

 
（2018年４月１日から2019年３月31日まで） 

 

（単位：千円） 

科目 金額 

売上高 53,151 

売上原価 － 

売上総利益 53,151 

販売費及び一般管理費 158,708 

営業利益 △105,556 

営業外収益 426,805 

営業外費用 141,308 

経常利益 179,940 

特別利益 3,400 

特別損失 152,334 

税引前当期純利益 31,005 

法人税、住民税及び事業税 180 

法人税等調整額 △52,692 

当期純利益 83,518 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

以上 
 


