
 

2019 年 6 月 28 日 

各 位 

会 社 名  スターツコーポレーション株式会社 

代表者名  代表取締役社長 磯﨑 一雄 

（コード番号: 8850  東証第１部） 

問合せ先  取締役  村松 久行 

  （TEL   03-6202-0111) 

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（その他の関係会社）であります株式会社豊州の平成 30 年 3 月期（平成 29

年 4月 1 日～平成 30 年 3月 31 日）決算につきまして、下記のとおり、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 

（１）名称          株式会社豊州 

（２）所在地         東京都中央区日本橋三丁目 1番 8号 

（３）代表者の役職・氏名   代表取締役  村石 豊隆 

（４）事業内容        不動産の保有、売買、賃貸及び管理等 

（５）資本金         92,200 千円 

 

２．株式等の状況 

  （１）発行済株式総数     691,190 株 

 

  （２）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 証券会社 

その他の 

法人 
外国法人等 

外国法人等

のうち個人 
個人その他 計 

株主数（人）        -       -       -       -        -        -    5    5        - 

所有株式数(株)        -       -       -       -        -        - 691,190 691,190        - 

所有株式の割合(%)        -       -       -       -        -        -      100     100       - 

 

  （３）大株主の状況 

株主名 住所 所有株式数(株) 所有株式割合 

村石 久二 千葉県浦安市 659,000 95.3% 

村石 純子 千葉県浦安市 20,190 2.9% 

村石 豊隆 東京都港区 4,000 0.6% 

合計  683,190 98.8% 

 

 



 

３．役員の状況 

役名 氏名 生年月日 略歴 所有株式数 

取締役 村石 久二 昭和 19 年 9月 30 日 昭和 44 年 3月 千曲不動産創業  

 

 

659,000 株 

昭和 47 年 9月 

 

千曲不動産㈱（現スターツコーポレ

ーション㈱）代表取締役社長就任 

昭和 62 年 4月 当社取締役就任（現任） 

平成 12 年 5月 スターツ㈱（現スターツコーポレー

ション㈱）代表取締役会長兼グルー

プＣＥＯ就任（現任） 

代表取締役 村石 豊隆 昭和 55 年 6月 13 日 平成19年10月 スターツコーポレーション㈱入社  

 

 

 4,000 株 

平成 23 年 1月 当社代表取締役就任（現任） 

平成 23 年 6月 スターツコーポレーション㈱執行役

員（グループ総合営業推進部担当）

就任 

平成 25 年 6月 スターツコーポレーション㈱取締役

グループ総合営業推進部担当就任 

平成 28 年 4月 スターツコーポレーション㈱専務取

締役人事部担当就任（現任） 

取締役 石田 元二 昭和 46 年 6月 3日 平成 17 年 3月 

 

スターツ㈱（現スターツコーポレー

ション㈱）入社 

 

 

 -株 
平成 23 年 1月 当社取締役就任（現任） 

平成 28 年 4月 スターツコーポレーション㈱執行役

員（財務担当）就任（現任） 

取締役 江野脇規孝 昭和 47 年 7月 31 日 平成 13 年 8月 

 

スターツ㈱（現スターツコーポレー

ション㈱）入社 

 

 

 -株 
平成 19 年 4月 スターツコーポレーション㈱不動産

企画管理室室長就任（現任） 

平成 23 年 1月 当社取締役就任（現任） 

監査役 大槻 三雄 昭和 23 年 5月 28 日 昭和 47 年 4月 

 

千曲不動産㈱（現スターツコーポレ

ーション㈱）入社 

 

 

 -株 平成17年10月 スターツコーポレーション㈱代表取

締役社長就任 

平成20年10月 スターツコーポレーション㈱代表取

締役専務兼グループＣＦＯ就任 

平成27年12月 当社監査役就任（現任） 

平成 28 年 4月 スターツコーポレーション㈱専務取

締役兼グループＣＦＯ就任 

 663,000 株 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．親会社等の財務諸表 

（１）貸借対照表（2019 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   4,134,796 流動負債      46,307 

   現金及び預金  2,805,233    未払法人税等      45,782 

   その他   1,329,562    その他         524 

固定資産   2,102,483   

 有形固定資産     445,846 負債の部合計      46,307 

   建物   128,606 純資産の部 

   土地     314,784 株主資本   6,190,972  

      その他       2,455  資本金      92,200 

 投資その他の資産   1,656,637  資本剰余金   1,685,800 

   投資有価証券   1,573,132    資本準備金     856,000 

   その他      83,505    その他資本剰余金     829,800 

   利益剰余金   4,412,972 

   その他利益剰余金   4,412,972 

      繰越利益剰余金   3,921,759 

      当期純利益     491,213 

  純資産の部合計   6,190,972 

資 産 合 計  6,237,279  負 債 及 び純 資 産合 計   6,237,279 

   

 

（２）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 

営業収入               52,124 

営業費用            200,647 

 営業利益            ▲138,514 

営業外収益   

  受取配当金             692,314  

  その他             101,831             794,145 

営業外費用   

  その他             111,798        111,798 

 経常利益                      543,832 

税引前当期純利益              543,832 

 法人税等               52,619 

 当期純利益              491,213 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）株主資本等変動計算書（2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで） 

（単位：千円） 

株主資本    

 資本金 前期末残高         92,200 

 当期末残高         92,200 

    

 資本剰余金    

  資本準備金 前期末残高        856,000 

 当期末残高        856,000 

    

  その他資本剰余金 前期末残高        829,800 

 当期末残高        829,800 

    

 資本剰余金合計 前期末残高      1,685,800 

 当期末残高      1,685,800 

    

    

 利益剰余金    

  その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金 前期末残高      3,921,759 

 当期変動額 当期純利益金額       491,213 

 当期末残高      4,412,972 

    

 利益剰余金合計 前期末残高      3,921,759 

 当期変動額        491,213 

 当期末残高      4,412,972 

    

 株主資本合計 前期末残高      5,699,759 

 当期変動額        491,213 

 当期末残高      6,190,972 

    

純資産の部合計 前期末残高      5,699,759 

 当期変動額        491,213 

 当期末残高      6,190,972 

    

 

 

以 上    

 

 

 

 

 

 

  

 


