
 

2020 年３月 31 日 

各  位 

会 社 名 株式会社シンシア 

代表者名 代表取締役執行役員社長 中村 研 

（コード番号：7782 東証第一部） 

問合せ先 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一 

（TEL.03-5695-7470） 

 

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株式会社キャピタルメディカの 2019 年 12 月期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。 

 

１．親会社等の概要 

（１） 名称 株式会社キャピタルメディカ 

（２） 本店所在地 東京都港区虎ノ門一丁目２番３号 

（３） 代表者 代表取締役 古川 淳 

（４） 主な事業内容 医療機関の経営支援、医療周辺事業、高齢者施設運営等 

（５） 資本金 1,355,500千円 

 

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）株式の所有者別状況 

(2019年12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) － － － 11 － － 4 15 － 

所有株式数 

(株) 
－ － － 22,758 － － 62,342 85,100 － 

所有株式数の

割合(%) 
－ － － 26.74 － － 73.26 100 － 

（注）自己株式10,422株は「個人その他」に含まれております。 

  



－ 2 － 

（２）大株主の状況 

(2019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（自己株式を

除く。）の総数に対する

所有株式数の割合(%) 

古川 淳 東京都千代田区 51,260 68.64 

㈱クラリバ 東京都千代田区丸の内2-4-1 5,540 7.41 

SBI Ventures Two㈱ 東京都港区六本木1-6-1 3,598 4.81 

㈱麻生 福岡県飯塚市芳雄町7-18 3,000 4.01 

パラマウントベッド㈱ 東京都江東区東砂2-14-5 2,560 3.42 

ヒューリック㈱ 東京都中央区日本橋大伝馬町7-3 2,500 3.34 

㈱エステーエス 東京都江東区東陽3-7-13 2,308 3.09 

オリックス㈱ 東京都港区浜松町2-4-1 1,000 1.33 

創薬維新投資事業有限責任組合 東京都港区愛宕2-5-1 947 1.26 

瀬山 剛 東京都港区 600 0.80 

計 － 73,313 98.17 

（注）上記のほか、自己株式が10,422株あります。 
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（３）役員の状況 

男性 ５名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

代表取締役 

社長 
古川 淳 

1974年 

９月22日生 

1997年10月 中央監査法人 入所 

（注）４ 51,260 

2002年２月 有限会社虎ノ門キャピタル（現 株式会社虎ノ

門キャピタル：清算結了） 設立 取締役 

2003年７月 同社 代表取締役 

2005年２月 株式会社キャピタルメディカ 設立  

代表取締役（現任） 

2009年２月 株式会社ライラックメディカル 取締役 

2011年７月 株式会社エテルナ（現 株式会社クラーチ） 

取締役 

株式会社DIC 代表取締役 

2011年12月 ユナイテッド・ヘルスケア株式会社 取締役 

2015年10月 株式会社ビーグル 取締役 

2018年８月 株式会社キュアプルーフ 代表取締役 

（現任） 

株式会社レイズ 取締役（現任） 

取締役 西村祥一 
1974年 

７月21日生 

2003年５月 千葉大学医学部附属病院医員 

（注）４ － 

2007年４月 横浜市立大学附属市民総合医療センター 

麻酔科常勤特別職 

2014年６月 横浜市立大学附属市民総合医療センター 

麻酔科助教 

2018年４月 株式会社キャピタルメディカ入社 

2020年３月 株式会社キャピタルメディカ 取締役 

（現任） 

取締役 麻生 巌 
1974年 

７月17日生 

1997年４月 株式会社日本長期信用銀行 

（現 株式会社新生銀行） 入行 

（注）４ － 

2000年６月 麻生セメント株式会社（現 株式会社麻生） 

監査役 

2001年６月 株式会社麻生 取締役 

2001年８月 麻生セメント株式会社 取締役 

2005年12月 株式会社ドワンゴ 社外取締役（現任） 

2006年３月 株式会社キャピタルメディカ 社外取締役 

（現任） 

2006年６月 株式会社麻生 代表取締役専務取締役 

2008年10月 同社 代表取締役副社長 

2010年６月 同社 代表取締役社長（現任） 

2014年６月 日特建設株式会社 社外取締役 

2014年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO（現 株式会社

KADOKAWA） 社外取締役 

2015年12月 株式会社アイレップ 社外取締役 

2016年１月 麻生セメント株式会社 代表取締役社長 

（現任） 

2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス 

株式会社 社外取締役 

2017年６月 都筑電機株式会社 社外取締役 

2018年６月 日特建設株式会社 取締役（現任） 
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役名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

監査役 南江 恭一 
1938年 

２月15日生 

1960年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀

行） 入行 

（注）５ － 

1987年６月 同行 取締役 

1989年12月 同行 常務取締役 

1993年６月 殖産住宅相互株式会社 代表取締役 

2000年６月 東洋不動産株式会社 監査役 

2002年６月 同社 顧問 

2003年６月 株式会社オークネット 監査役 

2006年３月 株式会社キャピタルメディカ 監査役 

（現任） 

2008年９月 株式会社シンシア 監査役 

2009年２月 
株式会社ライラックメディカル 監査役（現

任） 

2015年２月 株式会社メディカルプロパティ 監査役 

2015年10月 株式会社ビーグル 監査役 

2016年３月 株式会社NCM（現 株式会社YAOKI）監査役 

株式会社シンクマーケット 監査役 

株式会社アドメディカ 監査役（現任） 

2017年10月 株式会社NCM（現 株式会社YAOKI）監査役 

株式会社シンクマーケット 監査役 

株式会社アドメディカ 監査役（現任） 

監査役 須藤 修司 
1963年 

４月18日生 

1987年４月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査

法人）入所 

（注）６ － 

2002年７月 太田昭和センチュリー監査法人（現 EY新日本

有限責任監査法人）パートナー 

2003年４月 専修大学経営学部 非常勤講師（現任） 

2006年９月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経

営学専攻（現 早稲田大学大学院経営管理研究

科） 非常勤講師（現任） 

2008年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責

任監査法人） シニアパートナー 

2017年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責

任監査法人） FAAS事業部長 

EY新日本サスティナビリティ株式会社 代表取

締役 

EYソリューションズ株式会社 代表取締役 

2018年８月 株式会社キャピタルメディカ 監査役 

（現任） 

株式会社クラーチ 監査役（現任） 

株式会社レイズ 監査役（現任） 

2019年４月 青山学院大学国際政治経済学部 非常勤講師

（現任） 

2019年11月 株式会社ビーグル 監査役（現任） 

2020年３月 株式会社モダンエイジング 監査役（現任） 

株式会社YAOKI 監査役（現任） 

計 51,260 

（注）１．取締役麻生巌は、社外取締役であります。 

２．監査役南江恭一は、社外監査役であります。 

３．監査役須藤修司は、社外監査役であります。 
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４．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。 

５．2018年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。 

６．2018年８月１日の就任時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 
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３．当該親会社等の財務諸表 

貸  借  対  照  表 
2019年 12月31日現在 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

             （単位：千円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

流動資産 [  9,921,654 ] 流動負債 [  5,193,546 ] 

  現金及び預金   2,169,810     買掛金   109,735   

  売掛金   240,380     短期借入金   3,384,524   

  リース投資資産   1,769,148     関係会社短期借入金   100,000   

  仕掛品   35,122    一年内返済予定の長期借入金   939,968  

  貯蔵品   1,614     一年内償還予定の社債   40,000   

   貸付金   5,431,823     未払金   326,792   

  前払費用   74,171     未払費用   23,022   

  未収還付法人税等   116,643     前受金   193,731   

  その他   82,939     預り金   56,748   

          その他   19,023   
              

固定資産 [  15,023,939 ] 固定負債 [  13,028,779 ] 

 有形固定資産 (  12,558,231 )   社債   100,000   

  建物及び付属設備   7,130,335     長期借入金   12,116,731   

  構築物   13,866    繰延税金負債   19,224  
  工具器具及び備品   9,217    資産除去債務   347,426  

  土地   5,306,481    その他   445,395  
  建設仮勘定   98,330         

              

        負債合計   18,222,325   

        純資産の部 

 無形固定資産 (  291,415 ) 株主資本 [  6,865,788 ] 

  借地権   143,170   資本金 (  1,355,500 ) 

  ソフトウェア   148,245    資本剰余金 (  2,508,087 ) 

 投資その他の資産 (  2,174,291 )   資本準備金   1,500,592   
  投資有価証券   126,334    その他資本剰余金   1,007,495  

  関係会社株式   1,017,760    利益剰余金 (  3,944,517 ) 

  関係会社出資金   11,014    その他利益剰余金   3,944,517  

  貸付金   1,555,127      繰越利益剰余金   3,944,517   

  その他   213,054    自己株式   △ 942,316  

  貸倒引当金   △ 749,000  評価・換算差額等 [  △ 142,519 ] 

         繰延ヘッジ損益 （  △ 142,519 ） 

       純資産合計    6,723,268   

資産合計    24,945,594   負債・純資産合計   24,945,594   
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損  益  計  算  書 
自 2019年 １月 １日 

至 2019年 12月31日 
       （単位：千円） 

科 目  金 額 

 売上高        2,760,213 

 売上原価        1,145,519 

   売上総利益      1,614,693 

 販売費及び一般管理費        1,390,367 

   営業利益      224,326 

 営業外収益        

   受取利息   111    
  受取配当金   54,695   

   投資有価証券売却益   236,500    
  その他   22,508  313,816 

 営業外費用        

   支払利息   19,326    

  為替差損   1,570   

   投資事業運用損   3,166   

  その他   911  24,975 

   経常利益       513,167 

 特別利益      

  固定資産売却益   46,845   

  関係会社整理益   118,703   

  その他   2,918  168,467 

 特別損失        

  関係会社株式売却損   35,500   

  関係会社株式評価損   18,000   

  その他   3,452  56,952 

   税引前当期純利益        624,682 

    法人税、住民税及び事業税   39,390    

    法人税等調整額    3,273  42,664 

   当期純利益        582,018 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 



－ 8 － 

株主資本等変動計算書 

自 2019年 １月 １日 

至 2019年 12月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

       (単位:千円)  

 

株 主 資 本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

その他 

利益 

剰余金 利益 

剰余金 

合計 
繰越 

利益 

剰余金 

当期首残高 1,355,500 1,500,592 836,265 2,336,857 3,362,499 3,362,499 △440,707 6,614,150 

当期変動額         

  当期純利益     582,018 582,018  582,018 

 自己株式の取得       △630,000 △630,000 

 自己株式の譲渡   171,229 171,229   128,390 299,620 

  

株主資本以外の 

項目の当期変動 

額（純額） 

        

当期変動額合計   171,229 171,229 582,018 582,018 △501,609 251,638 

当期末残高 1,355,500 1,500,592 1,007,495 2,508,087 3,944,517 3,944,517 △942,316 6,865,788 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等

合計 

当期首残高 △132,068 △132,068 6,482,082 

当期変動額    

  当期純利益   582,018 

 自己株式の取得   △630,000 

 自己株式の譲渡   299,620 

  

株主資本以外の 

項目の当期変動 

額（純額） 

△10,451 △10,451 △10,451 

当期変動額合計 △10,451 △10,451 241,186 

当期末残高 △142,519 △142,519 6,723,268 


