
 

 
 

                               平成 21 年７月 30 日 

各      位 

会 社 名 株 式 会 社 ラ ン シ ス テ ム

代表者役職氏名 代表取締役社長 山 本 実

 （コード番号：３３２６） 

取締役経理部部長 土 方 美 樹
問い合わせ先

T E L 0 3 - 6 9 0 7 - 8 1 1 1 ㈹

 

親会社等の決算に関するお知らせ（２） 

  

当社の非上場の親会社等に該当するＧＡＵＤＩ株式会社の平成21年６月期決算の内容が確

定しましたので、下記のとおりお知らせ致します。又、ＧＡＵＤＩ株式会社に合わせて重要

関係会社であるプラザ商事株式会社・大鐘産業株式会社に関する情報も参考資料としてお知

らせ致します。 

 

記 

 

１．親会社等の概要 

（１）親会社等の名称：ＧＡＵＤＩ株式会社 
 （２）主な事業内容：遊技場経営、不動産賃貸業、飲食店経営 

 （３）当社との関係： 

①資本関係：経営者が同一であるプラザ商事株式会社等の企業グループ及び関係個人

を含め、当社の議決権を 31.64％所有しております。 
②人的関係：該当事項なし。 
③取引関係：取引はありません。 

 

２．株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 

（１）株式の所有者別状況 

平成 21 年６月 30 日現在 

外国法人等 

区分 

政府及

び地方

公共団

体 

金融機

関 

証券

会社

その他の

法人 
個人

以外
個人

個人 

その他 
計 

端数の状

況（株）

株主数 

（人） 
－ － － － － － 6 6 －

所有株式数 

（株） 
－ － － － － － 1,000 1,000 －

所有株式数

の割合(%) 
－ － － － － － 100.0 100.0 －

 



 

 

（２）大株主の状況 

平成 21 年６月 30 日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式数に対す

る所有株式数の割合

(%) 

西原 貴志 神奈川県横浜市中区 525 52.5

日高 大輔 神奈川県茅ヶ崎市 150 15.0

西原 有希 神奈川県横浜市中区 125 12.5

岡崎 亜希 東京都新宿区 125 12.5

辛 由美子 千葉県千葉市花見川区 50 5.0

西原 弘子 神奈川県横浜市中区 25 2.5

計 1,000 100.00

 

（３）役員の状況 

平成 21 年６月 30 日現在 

役名及び職名 
氏名 

(生年月日) 
略歴 

所有株式数

(株) 

平成 19 年７月 当社代表取締役社長(現任) 

平成 19 年７月
プラザ商事株式会社 

代表取締役社長(現任) 
代表取締役社長 

西原 貴志 

(昭和 50 年５月３日) 

平成 14 年７月
大鐘産業株式会社 

取締役(現任) 

525

平成 19 年７月 当社代表取締役会長(現任) 

平成 19 年７月
プラザ商事株式会社 

代表取締役会長(現任) 
代表取締役会長 

西原 光男 

(昭和 20 年１月９日) 

平成 14 年７月
大鐘産業株式会社 

取締役(現任) 

－

平成 19 年７月 当社専務取締役(現任) 

平成 19 年７月
プラザ商事株式会社 

専務取締役(現任) 専務取締役 
日高 大輔 

(昭和 45 年１月 27 日) 

平成 19 年７月

ＧＡＵＤＩスポーツエンター

テイメント株式会社 

代表取締役社長(現任) 

150

 



 

 

３．親会社等の財務諸表 

 

貸借対照表(税込み) 

（平成 21 年６月 30 日現在） 

（単位：千円、単位未満切捨て） 
科目 金額 科目 金額 

 （資産の部）  （負債の部） 
流動資産 630,738 流動負債 148,727
固定資産 1,206,287 固定負債 1,103,237
 有形固定資産 968,257 負債合計 1,251,965
 無形固定資産 80,304  
 投資その他の資産 157,725  （純資産の部） 
繰延資産 321 株主資本 585,381
  資本金 50,000
  資本剰余金 35,500
  利益剰余金 499,881
   利益準備金 9,000
   その他利益剰余金 490,881
    別途積立金 395,000
    繰越利益剰余金 95,881
 純資産合計 585,381
資産の部合計 1,837,347 負債・純資産の部合計 1,837,347

 

損益計算書 

自 平成 20 年７月１日 

至 平成 21 年６月 30 日 

（単位：千円、単位未満切捨て） 
科   目 金     額 

売上高 7,305,432
営業費用 7,032,502
営業利益 272,930
営業外収益 57,362
 受取利息 1,341
 受取配当金 47
 雑収入 55,973
営業外費用 40,877
 支払利息 40,877
経常利益 289,415
特別損失 186,455
 固定資産除却損 114,566
 固定資産売却損 53,326
 その他特別損失 18,562
税前当期純利益 102,960
法人税、住民税及び事業税 330
当期純利益 102,630

 



 

 
「参考資料」 

グループ企業の概要 

 プラザ商事㈱ GAUDI㈱ 大鐘産業㈱ 
本部所在地 神奈川県平塚市 神奈川県平塚市 神奈川県平塚市 
主な株主 西原光男 

平川正寿 
西原貴志 
 

平川正寿 
西原光男 

代表者 代表取締役社長 
西原貴志 

代表取締役社長 
西原貴志 

代表取締役社長 
平川正寿 

主な役員 西原光男 
（代表取締役会長）

西原貴志 
日高大輔 

西原光男 
（代表取締役会長）

西原貴志 
日高大輔 

平川正寿 
西原光男 
西原貴志 

PL ハイライト 
 売上高 
 経常利益 

など 

2009 年 4 月期確定 
売上高 48.2 億円 
経常利益 1.92 億円 
経常利益率 4.0% 

2009 年 6 月期確定 
売上高 73.0 億円 
経常利益 2.89 億円 
経常利益率 4.0% 

2009 年 8 月期予測 
売上高 34.7 億円 
経常利益 1.30 億円 
経常利益率 3.7% 

BS ハイライト 
総資産 
純資産 
主な経営指標 
など 

2009 年 4 月期確定 
（税抜き表記） 
総資産 20.1 億円 
純資産 19.0 億円 
自己資本比率 94.5%
流動比率 776% 

2009 年 6 月期確定 
（税込み表記） 
総資産 18.3 億円 
純資産 5.8 億円 
自己資本比率 31.9%
流動比率 424% 

2009 年 8 月期予測 
（税抜き表記） 
総資産 12.0 億円 
純資産 7.8 億円 
自己資本比率 65% 
流動比率 130% 

参考値 
（上記３社合算） 

総資産 約 50.5 億円、純資産 約 32.7 億円 
自己資本比率 64.7% 
売上高 約 156 億円、経常利益 約 6 億円 
経常利益率 約 3.9％ 

 
以上 


