
平成 24 年 11 月 30 日 

各 位 

会 社 名 株式会社 技研製作所 

代表者名 代表取締役社長 北村 精男 

（コード番号 ６２８９ 大証第２部） 

問合せ先 常務取締役 田中 孝明 

（ＴＥＬ ０８８－８４６－２９３３） 

        

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有限会社北村興産の決算内容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．非上場の親会社等の概要 

（１） 名称          有限会社北村興産 

（２） 所在地         高知県香南市赤岡町２２３３番地 

（３） 代表者の役職・氏名   代表取締役社長 北村 知佐子 

（４） 事業の内容       不動産貸付および展示場運営 

（５） 資本金         41,490 千円 

（６） 当社との関係      ①資本関係 議決権所有割合 28.32％ 

（平成 24 年８月 31 日現在） 

②人的関係 当社の代表取締役が有限会社北村興産     

      の取締役を兼務しております。 

③取引関係 該当事項はありません。 

 



貸借対照表 

平成24年８月31日現在 

（単位：円） 

科目  金額 科目 金額 

【資産の部】 【負債の部】 

流動資産    65,058,191 流動負債 84,860,838

現金及び預金 58,212,431 買掛金 2,488

商品 4,130 短期借入金 60,000,000

貯蔵品 374,561 未払金 6,167,192

前払費用 578,697 未払法人税等 180,500

未収入金 5,888,372 未払費用 18,305,128

固定資産 2,146,050,364 預り金 205,530

有形固定資産 444,864,869 固定負債 1,923,147,300

建物 189,489,902 社債 1,575,000,000

建物附属設備 53,182 長期借入金 348,003,000

構築物 5,128,032 預り保証金 144,300

土地 174,851,990 負債合計 2,008,008,138

建設仮勘定 75,341,763 【純資産の部】 

投資その他の資産 1,701,185,495 株主資本 203,100,417

投資有価証券 1,701,185,495 資本金 41,490,000

 利益剰余金 161,610,417

 繰越利益剰余金 161,610,417

  純資産合計 203,100,417

資産合計 2,211,108,555  負債純資産合計 2,211,108,555

 

 



損益計算書 

自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日 

（単位：円） 

科目 金額 

売上高   

不動産賃貸等売上高 2,442,504  

入館料 7,939,210  

売店売上高 3,286,503 13,668,217 

売上原価   

期首棚卸高 410,204  

売店仕入高 2,175,775  

期末棚卸高 378,691 2,207,288 

売上総利益  11,460,929 

販売費及び一般管理費 
 

59,576,548 

営業損失 48,115,619 

営業外収益   

受取利息 8,060  

投資有価証券利息 79,393  

受取配当金 84,018,284  

雑収入 68,616 84,174,353 

営業外費用   

支払利息 4,380,908  

社債利息 20,531,096  

雑損失 2,741,666 27,653,670 

経常利益  8,405,064 

特別損失   

投資有価証券売却損 5,679,644 5,679,644 

税引前当期純利益  2,725,420 

法人税、住民税及び事業税  180,500 

当期純利益  2,544,920 
 



【所有者別状況】 

平成24年８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） 
－ － － － － － 2 2 －

所有株式数 

（株） 
－ － － － － － 4,149 4,149 －

所有株式数の

割合（％） 
－ － － － － － 100.00 100.00 －

 

【大株主の状況】 

平成24年８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（％）

北村 精男 高知県香南市 4,148 99.98

北村 博美 東京都港区 1 0.02

計 － 4,149 100.00

 

【役員の状況】 

平成24年８月31日現在 

役名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

（株） 

代表取締役 

社長 

北村 知佐子 

（注）1. 
昭和16年３月15日生

昭和63年12月 ㈲北村興産取締役 

平成５年５月 ㈲北村興産代表取締役社長 

       （現任） 

－

取締役 北村 精男 昭和15年11月12日生

昭和42年１月 高知技研コンサルタント創業 

昭和46年８月 ㈱高知技研コンサルタント 

（昭和56年８月㈱技研施工に

商号変更）設立 

同社代表取締役社長 

昭和53年１月 ㈱技研製作所設立 

同社代表取締役社長 

昭和56年10月 ㈱技研通商設立 

同社取締役 

昭和63年12月 ㈲北村興産設立 

同社代表取締役社長 

平成元年９月 ㈱技研通商が㈱技研製作所、

㈱技研施工を合併、同時に商

号を㈱技研製作所に変更 

代表取締役社長（現任） 

平成５年５月 ㈲北村興産取締役（現任） 

4,148

（注）1. 代表取締役北村知佐子は、当社代表取締役北村精男の配偶者であります。 

以上 


