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2021 年６月 30 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

 
親会社等の決算に関するお知らせ 

 

 
当社の親会社等である、株式会社ツクイホールディングスの 2021 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) 商 号 株式会社ツクイホールディングス 

(2) 代 表 者 代表取締役社長 高畠 毅 

(3) 本 店 所 在 地 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号 

(4) 事 業 の 内 容 グループ会社の経営管理等 

(5) 資 本 金 33億4,220万円(2021年３月末現在) 

(6) 持株比率(自己株を除く) 63.2％(2021年３月末現在) 

 

 

【所有者別状況】 

       2021年３月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未

満株式

の状況 

（株） 

政府およ

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） - 9 17 13 43 - 1,272 1,354 － 

所有株式数

（単元） 
- 41,765 4,874 640,512 15,411 - 21,950 724,512 9,600 

所有株式数の

割合（％） 
- 5.76 0.67 88.41 2.13 - 3.03 100.00 － 

(注)1. 自己株式1,103,013株は「個人その他」に11,030単元および「単元未満株式の状況」に13株含まれております。 

2. 「所有株式数の割合」については、小数点第３位の数値を四捨五入により記載しております。 

3. 2021年４月22日開催の取締役会において、2021年６月18日付で、当社の全自己株式1,103,013株を消却すること

を決議し消却しております。 

4. 2021年６月21日を効力発生日とする株式併合を実施後、当社は自己株式取得を実施いたしました。その結果、株

式会社津久井企画は、所有する株式を譲渡した事により当社の主要株主でなくなっております。また、提出日現

在の議決権を有する株主は、MBKP Life株式会社（MBKP Life合同会社は、2021年４月９日に合同会社から株式会

社への組織変更をしております。）のみとなります。 

  

会 社 名 株 式 会 社 ツ ク イ ス タ ッ フ 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 野 佳 織 

（コード番号：7045 東証ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先 執行役員管理推進本部長 栗 田 康 男 

 （TEL 045-842-4198） 
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【大株主の状況】 

  2021年３月31日現在 

氏名または名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

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（％） 

MBKP LIFE合同会社 
東京都千代田区永田町２－

10－３ 
45,719 64.07 

株式会社津久井企画 
横浜市港南区大久保１－17

－６ 
18,256 25.58 

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社 

（信託口） 

東京都港区浜松町２－11－

３ 
2,195 3.08 

東京海上日動火災保険株

式会社 

東京都千代田区丸の内１－

２－１ 
800 1.12 

株式会社日本カストディ 

銀行（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－

12 
749 1.05 

J.P.MORGAN SECURITIES 

PLC 

（常任代理人 ＪＰモル

ガン証券株式会社） 

25 BANK STREET CANARY 

WHARF LONDON UK 

（東京都千代田区千代田区

丸の内２－７－３） 

272 0.38 

モルガン・スタンレーMUFG

証券株式会社 

東京都千代田区大手町１－

９－７ 
206 0.29 

あいおいニッセイ同和損害

保険株式会社 

東京都渋谷区恵比寿１－２

８－１ 
198 0.28 

OVERSEA - CHINESE BANKING 

CORPORATION LIMITED 

（常任代理人 シティバン

ク、エヌ・エイ東京支店） 

63 CHULIAl STREET, #10-00 

OCBC CENTRE EAST, 

SINGAPORE 

（東京都新宿区新宿６－２

７－３０） 

185 0.26 

NOMURA  INTERNATIONAL PLC  

A/C  JAPAN FLOW 

（常任代理人 野村證券株

式会社） 

1 ANGEL LANE, LONDON, 

EC4R 3AB, UNITED KINGDOM 

（東京都中央区日本橋１－

13－１） 

170 0.24 

計 － 68,753 96.35 

 

【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

    2021年３月31日現在 

区分 株式数（株） 
議決権の数

（個） 
内容 

無議決権株式  － － － 

議決権制限株式（自己株式等）  － － － 

議決権制限株式（その他）  － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ 単元株式数100株 
普通株式 1,103,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 71,348,200 713,482 同上 

単元未満株式 普通株式 9,600 － １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数  72,460,800 － － 

総株主の議決権  － 713,482 － 
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(注) 1. 自己株式13株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。 

2. 2021年４月22日開催の取締役会において、2021年６月18日付で、当社の全自己株式1,103,013株を消却すること

を決議し消却しております。 

3. 2021年５月31日開催の臨時株主総会の17,839,446株を１株とする株式併合の決議に基づき、同年６月21日を

もって発行可能株式総数は16株となりました。また、株式併合に伴い、株式の単元に関する定款の定めを廃止

しております。 

 
②【自己株式等】 

    2021年３月31日現在 

所有者の氏名 
または名称 所有者の住所 自己名義所有 

株式数（株） 
他人名義所有

株式数（株） 
所有株式数の 

合計（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 
（自己保有株式） 
株式会社ツクイ 

ホールディングス 

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１-６-１ 
1,103,000 － 1,103,000 1.52 

計 ― 1,103,000 － 1,103,000 1.52 

 (注) 1. 上記自己保有株式数には、単元未満株式13株は含まれておりません。 
2. 2021年４月22日開催の取締役会において、2021年６月18日付で、当社の全自己株式1,103,013株 

を消却することを決議し消却しております。 

 

 

２．役員の状況 

役員一覧 

男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）             2021年6月22日現在 

役職名 役員区分 氏名 生年月日 

代表取締役社長  高畠  毅 1972年８月４日生 

取締役  小泉 正明 1964年10月４日生 

取締役  髙城 敏和 1967年９月28日生 

取締役  加笠 研一郎 1968年１月17日生 

取締役 社外 池田 大輔 1977年７月18日生 

取締役 社外 半田 智英 1987年１月２日生 

取締役 社外 餅田 信一 1970年６月10日生 

監査役  福島 慎平 1989年２月22日生 
 

(注) 2021年６月22日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は 

同日付をもって監査等委員会設置会社より監査役設置会社に移行しております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
(2021年3月31日現在) 

(単位：百万円) 

科 目 
第53期 

2021年3月31日現在 
 科 目 

第53期 

2021年3月31日現在 

資産の部   負債の部  

流動資産 25,309  流動負債 14,671 

現金及び預金 11,450  買掛金 218 

売掛金 9,542  リース債務 1,756 

貯蔵品 79  未払金 6,590 

前払費用 1,174  未払費用 2,035 

短期貸付金 84  未払法人税等 929 

未収入金 2,791  前受金 678 

その他 207  預り金 841 

貸倒引当金 △19  賞与引当金 1,418 

固定資産 58,369  株式給付引当金 166 

有形固定資産 47,567  その他引当金 5 

建物及び構築物 6,642  その他 30 

車両運搬具 6,482  固定負債 41,606 

工具器具備品 1,298  長期借入金 7,970 

土地 2,318  長期前受金 1,687 

リース資産 30,327  長期預り保証金 259 

建設仮勘定 426  リース債務 29,284 

その他 72  退職給付に係る負債 1,919 

無形固定資産 2,815  資産除去債務 289 

ソフトウェア 2,621  その他 195 

ソフトウェア仮勘定 138  負債合計 56,277 

のれん 29  純資産の部  

その他 25  株主資本 26,618 

投資その他の資産 7,985  資本金 3,342 

投資有価証券 477  資本剰余金 3,632 

長期貸付金 739  利益剰余金 20,144 

長期前払費用 866  自己株式 △501 

長期前払消費税等 700  その他の包括利益累計額 △122 

繰延税金資産 3,150  退職給付に係る調整累計額 △122 

敷金保証金 1,956  非支配株主持分 905 

その他 93  純資産合計 27,401 

資産合計 83,678  負債・純資産合計 83,678 
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連 結 損 益 計 算 書 
 (2020年4月1日から2021年3月31日まで) 

(単位：百万円) 

科 目 

第53期 

2020年4月 1日から 

2021年3月31日まで 

売上高 93,249 

売上原価 80,461 

売上総利益 12,788 

販売費及び一般管理費 9,894 

営業利益 2,893 

営業外収益 1,770 

受取利息 17 

助成金収入 1,075 

受取保険金 44 

受取技術料 538 

リース契約変更益 37 

その他 57 

営業外費用 554 

支払利息 431 

支払手数料 109 

その他 13 

経常利益 4,109 

特別損失 203 

減損損失 203 

税金等調整前当期純利益 3,906 

法人税、住民税及び事業税 1,736 

法人税等調整額 △464 

当期純利益 2,634 

非支配株主に帰属する当期純利益 △5 

親会社株主に帰属する当期純利益 2,640 
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連結株主資本等変動計算書 

(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 

 
(単位：百万円) 

 
     

非支配株主

持分 

純資産 

合計 

2020年4月1日 期首残高 920 25,326 

当期変動額   

剰余金の配当   △713 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
 2,640 

自己株式の取得  △0 

自己株式の処分  230 

連結子会社の増資によ

る持分の増減 
 △4 

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動 
 △0 

株主資本以外の項目の 

当期変動額(純額) 
△14 △76 

当期変動額合計 △14 2,075 

2021年3月31日 期末残高 905 27,401 

 

  

 

株主資本 
その他の包括利益累

計額 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合 計 

退職給付

に係る調

整累計額 

その他の

包括利益

累計額合

計 

2020年4月1日 期首残高 3,342 3,636 18,218 △731 24,466 △60 △60 

当期変動額        

剰余金の配当    △713   △713   

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  2,640   2,640   

自己株式の取得     △0  △0   

自己株式の処分    230 230   

連結子会社の増資によ

る持分の増減 
  △4    △4   

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動 
 △0   △0   

株主資本以外の項目の 

当期変動額(純額) 
     △61  △61 

当期変動額合計  －  △4  1,926  229 2,151 △61  △61 

2021年3月31日 期末残高 3,342  3,632  20,144  △501  26,618  △122  △122 
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貸 借 対 照 表 
(2021年3月31日現在) 

 
(単位：百万円) 

科 目 
第53期 

2021年3月31日現在 
 科 目 

第53期 

2021年3月31日現在 

資産の部   負債の部  

流動資産 8,987  流動負債 2,937 

現金及び預金 5,960  リース債務 1,730 

売掛金 1,212  未払金 1,050 

貯蔵品 3  未払費用 10 

前払費用 960  前受金 0 

短期貸付金 84  預り金 68 

未収入金 734  賞与引当金 43 

その他 30  株式給付引当金 9 

固定資産 56,733  その他 26 

有形固定資産 39,927  固定負債 37,737 

建物 6,266  長期借入金 7,970 

構築物 309  リース債務 29,206 

工具器具備品 99  退職給付引当金 82 

土地 2,318  資産除去債務 285 

リース資産 30,506  その他 193 

建設仮勘定 426  負債合計 40,675 

無形固定資産 2,643  純資産の部  

ソフトウェア 2,568  株主資本 25,045 

ソフトウェア仮勘定 55  資本金 3,342 

その他 19  資本剰余金 3,361 

投資その他の資産 14,162  資本準備金 3,361 

投資有価証券 375  利益剰余金 18,843 

関係会社株式 1,198  利益準備金 1 

長期貸付金 8,059  その他利益剰余金 18,841 

長期前払費用 787    繰越利益剰余金 18,841 

長期前払消費税等 681  自己株式 △501 

繰延税金資産 1,144    

敷金保証金 1,831    

その他 85  純資産合計 25,045 

資産合計 65,720  負債・純資産合計 65,720 
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損 益 計 算 書 
 (2020年4月1日から2021年3月31日まで) 

 
(単位：百万円) 

科 目 

第53期 

2020年4月 1 日から 

2021年3月31日まで 

売上高 49,106 

売上原価 40,742 

売上総利益 8,364 

販売費及び一般管理費 5,838 

営業利益 2,525 

営業外収益 724 

受取利息 22 

受取配当金 30 

受取保険金 12 

助成金収入 52 

リース契約変更益 37 

受取技術料 538 

その他 30 

営業外費用 534 

支払利息 425 

支払手数料 103 

その他 5 

経常利益 2,715 

税引前当期純利益 2,715 

法人税、住民税及び事業税 768 

法人税等調整額 30 

当期純利益 1,916 
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株主資本等変動計算書 
(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 

 
(単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 固定資産 

圧縮積立金 

繰越利益

剰余金 

2020年4月1日 期首残高 3,342 3,361 3,361 1 0 17,638 17,640 

当期変動額        

剰余金の配当      △713 △713 

当期純利益      1,916 1,916 

自己株式の取得        

自己株式の処分        

固定資産圧縮積立金の取崩     △0  △0 

株主資本以外の項目の会計

年度中の変動額（純額） 
       

当期変動額合計 - - - - △0 1,202 1,202 

2021年3月31日 期末残高 3,342 3,361 3,361 1 - 18,841 18,843 

 

 

株主資本 
純資産

合計 自己 

株式 

株主資

本合計 

2020年4月1日 期首残高 △731 23,613 23,613 

当期変動額    

剰余金の配当  △713 △713 

当期純利益  1,916 1,916 

自己株式の取得 △0 △0 △0 

自己株式の処分 230 230 230 

固定資産圧縮積立金の取崩  △0 △0 

株主資本以外の項目の会計

年度中の変動額（純額） 
 － － 

当期変動額合計 229 1,432 1,432 

2021年3月31日 期末残高 △501 25,045 25,045 

 

 
 


