
株主優待制度のお知らせ

本社／東京都新宿区新宿五丁目8番1号
TEL.03-5360-2011　FAX.03-5360-2015
http://www.nisshinfudosan.co.jp/

2009年3月31日現在の株主名簿に記録され
た単元株式数（100株）以上保有の株主様に、
自社分譲マンションの分譲価格（消費税を除く
定価）の1％を割引する「株主ご優待券」と一律
2,000円相当額の「図書カード」を贈呈いたし
ます。

決算期 毎年3月31日
定時株主総会 毎年6月
公告方法 電子公告（ただし、電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。）
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号　みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合
郵便物送付先

お取引の証券会社になります。

〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話お問い合わせ先 フリーダイヤル　0120-288-324
お取扱店 みずほ信託銀行株式会社　

　本店および全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社　
　本店および全国各支店

ご注意 未払配当金の支払、支払明細発行については、右の
「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わ
せ先・お取扱店をご利用ください。

単元未満の買取・買増以外の株式売買はできません。
電子化前に名義書換を失念してお手元に他人名義の株
券がある場合は至急ご連絡ください。

※�当社の貸借対照表及び損益計算書は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）にてご覧いただけます。
　EDINETホームページ　http://info.edinet-fsa.go.jp/　　EDINETコード　E03984

株主メモ　Information For Shareholders

2008年4月1日～2009年3月31日 
証券コード番号：8881

第35期 
ビジネスレポート

当社 新宿本社ビル

●上場株式配当等の支払に関する通知書について
租税特別措置法の2008年改正（2008年4月30日法律第23号）により、2009年6月にお支払いする配当金について株主様あてに「支払配当金額」や「源泉徴
収税額」等を記載した「支払通知書」を通知することとなりました。
配当金を配当金領収証にて受取られる株主様は来年の確定申告手続きに合わせて2009年末〜2010年初に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。
（なお、口座振込を指定されている株主様は配当金をお受取の際にご送付している「配当金計算書」が「支払通知書」となりますので、引続き確定申告の際の添付
資料としてご使用ください。）

●株主様のご住所・お名前等に使用する文字に関してのご案内
株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前等の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等（いわゆる「外字」）が含ま
れている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿に記録いたしております。
このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置き換えられる場合がありますのでご了承ください。
株主様のご住所・お名前等として記録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。
なお、特別口座にて管理させていただいております株主様には、2009年2月に「特別口座開設のご案内」をお送りしており、そのご案内の中のご注意事項で
使用文字の制限についてご案内しております。
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株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

第35期（2008年4月1日から2009年3月31日まで）のビジネスレポートをお届けするにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安が実態経済に反映す

る事態となり、特に期の後半からは景気の急激な悪化が顕著となりました。

当不動産業界とりわけマンション販売業界は、期初において建築費や用地取得費の上昇に伴う販売価格の高騰から消費者の

買い控えが鮮明になったことや、金融機関の事業法人向け融資が停滞したことにより活発に活動していた不動産ファンドの物

件購入が下火となり、販売状況が急速に悪化しました。期の後半には景気悪化に伴いマンション販売価格の下落が拡大し、マ

ンション販売会社の業況が更に悪化するなど、業界全体として重大な局面を迎えております。

このような状況のもと、当社では在庫物件の販売に力を注ぐとともに、ファミリータイプに比較すると需要が見込まれる日

神デュオステージシリーズの供給を増やし収益の確保に努めました。しかしながら一部物件の値下げ販売を行った結果、棚卸

資産の評価損83億34百万円を原価算入することとなり、更に特別損失の計上や繰延税金資産の取崩しも行った結果、当期純

損失141億18百万円を計上するに至りました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は293億16百万円、経常損失は115億33百万円、当期純損失は132億33百万円と

なりました。

今後とも、株主の皆様のご要望、ご期待に沿えるよう努力いたす所存でありますので、引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、

お願い申し上げます。

代表取締役会長兼社長
最高経営責任者（CEO） � 神山　和郎

※第31期は決算期変更のため2004年10月1日から2005年3月31日までの6ヶ月間決算となっております。

連結業績の推移 百万円未満を切捨てております。

決算期 第31期※ 第32期 第33期 第34期 第35期

売上高 （百万円） 20,776 53,329 57,575 40,447 29,316

営業利益 （百万円） 1,665 6,299 6,689 2,974 △11,324

経常利益 （百万円） 1,504 6,109 6,657 2,794 △11,533

当期純利益 （百万円） 841 2,472 3,776 1,344 △13,233

総資産 （百万円） 57,090 62,806 73,113 82,860 56,018

自己資本比率 （％） 46.5 54.4 51.4 46.3 44.1

To our ShareholderS
株主の皆様へ

D U O S T A G EP a l a c e s t a g e

eSTaTe INForMaTIoN
物件情報

家族団欒の時間を心地よく過ごす。
自然と調和しながら永く暮らす。

都市型のパーソナル空間を追求。
利便性と落ち着いた住環境を演出。

日神パレステージ

お花茶屋
飾りすぎないシャープな外観に、
住む人に嬉しい多彩な機能が
満載した居住空間を実現。
『日神パレステージ　お花茶屋』
のコンセプトは、「住む人は、それ
ぞれが楽しみを持っている」とい
う意味を込めて「住人十色」として
います。明るいリビングでくつろ
ぐのも良し。近くのプロムナード
お花茶屋でお買い物するのも良
し。休日は曳舟川親水公園での
散歩や、シンフォニーヒルズでコ
ンサートを楽しむのも良し。しか
も、各住戸に備えられた非常警
報装置は管理室と警備会社に直
結し、24時間体制のセキュリティ

を実現しています。また、大型シンクやIHクッキングヒーターな
ど、毎日利用するキッチン周りの機能性にもこだわった設計になっ
ています。

日神デュオステージ

新中野
都心への軽快アクセスが可能な立地で、
それぞれの新しいライフスタイルを
満喫できます。
『日神デュオステージ　新中野』の
利点は何と言っても立地です。都
心が近く、人気スポットにも軽快
にアクセスできるから、仕事／プ
ライベートの両面で存分にライフ
スタイルを楽しむことができます。
地上11階、シルバーグレーと
ベージュを基調とした外壁とL字型
のフォルムは、洗練されたデザイ
ンで、閑静でどこか懐かしい新中
野の街並に優しく溶け込んでいま
す。また、キッチン・バス・トイレ
などの設備や、防犯セキュリティ・

宅配便対応面も充実しています。さらに収納や間仕切りなど、随
所に施された多彩な機能が新しい価値を生み、都会的な暮らしを
満喫したい方の便利な居住空間を演出しています。

最寄り駅の京成本線「お花茶屋駅」まで徒歩8分。
JRや東京メトロ線への連絡も便利で、2010年には
「成田新高速鉄道線」が開通予定です。街には新
しいカフェやレストランの他、昔からの商店街もあ
り、新旧混在のユニークな街を形成しています。ま
た、葛飾区は中学3年生まで医療費が無料で、妊
娠中の妊婦健康診査14回を公費で受けられるな
ど、子育て支援制度が充実しています。

青梅街道と中野通り・環七通り、主要道路が交差す
る、新中野―東高円寺エリアは、スーパーやコンビニ
はもちろん、老舗が軒を連ねる鍋屋横丁や閑静でノス
タルジックな住宅地が見事に調和し、住みやすい街と
して住む者を魅了します。さらに、近くの蚕糸の森公
園では緑豊かな自然と親しむことができます。また、東
京メトロ丸ノ内線・東西線、JR中央線・総武線の4
路線が利用可能で、都心へのアクセスも便利です。

●物件概要
所在地 東京都中野区中央五丁目56番4、36

構造・規模 鉄筋コンクリート造　地上11階建

建築面積 402.82㎡

延床面積 2,031.27㎡

総戸数 50戸[住居：49戸、管理室：1戸]

間取り 1DK〜1LDK

●物件概要
所在地 東京都葛飾区立石五丁目1680番3

構造・規模 鉄筋コンクリート造　地上9階建

建築面積 193.89㎡

延床面積 1,414.47㎡

総戸数 24戸[住居：23戸、管理室：1戸]

間取り 1DK〜2LDK
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ToPICS
トピックス

　日神不動産グループでは、千葉市郊外に平川カントリークラブを運営しています。東
京からも約1時間で行くことができ、豊富な樹木に囲まれた風格ある名門ゴルフコースと
して、1984年のオープン以来、多くの皆様に親しまれています。
　2008年10月、ここ平川カントリークラブに日本のトップシニアプロ69名が参加し、
「第一回　富士フイルム�シニア�チャンピオンシップ」が開催されました。数あるゴルフコー
スの中から平川カントリークラブが選ばれたことは、日神不動産グループとしてもたいへ
ん光栄に思っています。
　大会運営や天候などの面で不安なことも多々ありましたが、JR誉田駅からのシャトル
便対応がスムーズにできた点や幸い天候にも恵まれ、当日はたくさんのギャラリーの皆
様に足を運んでいただき、たいへん盛況な大会を実現することができました。大会終了
後も、プロのトーナメント試合開催コースという知名度アップが誘引し、利用者も順調に
増加しています。

平川カントリークラブで、
第一回「富士フイルム シニア チャンピオンシップ」が
開催されました。

大会チラシ

渡辺司プロへ当社の神山会長から『ベストスコア賞』
を贈呈

優勝した渡辺司プロと大会スタッフ

4
暮らしに役立つライフスタイルガイド「Brush up Life!」は当社ホームページに掲載されています。   http://www.nisshinfudosan.co.jp/column/interior/

キッチンでは使用頻度と動線を考えて
ちょっとしたアイデアと、基本的な部分を抑えれば誰でキッチンでは使いたいものがすぐ取り出せるよう、「使う」から「しま
う」まで実際にイメージしながら収納場所を考えることが大切です。
例えば、調味料や茶葉などは、色と形に統一感のある容器に入れ替えて置くだけですっきり。
マグカップやフライ返しなどフックのある食器やキッチンツールは、色・形など一定のルールのもとで吊るすという収納の
仕方がgood。揃いのものであれば、整然とした美しい雰囲気になります。
お気に入りの食器や絵柄が素敵なプレートならば、立てたり、飾り棚に入れて見せれば、部屋のアクセントになります。
生活感が出すぎてしまう物をなるべく隠すことで、オシャレな空間になり、より料理が楽しくなるでしょう。

リビングはあえて「見せる」と余計なものは「隠す」
リビングは、家族が集まったりお客さまを迎える場所ですが、雑然としがち。
すっきりした生活空間を保つ「隠す」ことと、自分らしい家を演出する「見せる」ことの収納術で、快適な空間にしましょう。
テレビの上の空間は意外に収納に活用できるスペース。お気に入りの雑貨を飾ったりカゴを揃えたりして、物を詰め込み
すぎないように見栄えよく余裕ある収納を心がけるのがコツ。
散らかりがちなリモコンはカゴやラックにまとめて収納し、定位置を決めておくと便利。
本や雑誌は高さやラインを揃えて棚に収納すると収納力がグンとアップ。ただし積み重ねるよりタイトルが見えるように収納
しておくほうが取り出しやすくなる上、オープン棚と扉つきの棚を使い分けて、お気に入りのCDジャケットや雑誌の表紙を
飾って見せれば、インテリアのアクセントに。ちょっとした裏ワザの小さい積み重ねで、リビングがもっと居心地よくなります。

清潔感が一番のサニタリースペース
しまいたい物が多い洗面所やトイレの水まわりは、思うほど収納スペースが少なく、つい手を抜きがちな場所です。
こまごました日用品はなるべく隠して収納し、タオルなど必要な物だけ外に置いておくのがコツ。統一感を持たせられるカ
ゴやホウロウの容器を使って収納してしまうのも手です。
タオルも、大きさやたたみ方を揃えて収納場所の奥行や幅にあわせてしまい、色や並べ方も意識すると、見えていても
整然とした雰囲気が清潔感に繋がります。
また、トイレットペーパーなどは、ちょっとカゴに入れてあげるだけで片付けやすくおしゃれになり、洗濯用粉石鹸も、大き
めのビンに入れてしまうなどパッケージを工夫すれば、洗練された印象になります。

ちょっとしたアイデアと、基本的な部分を抑えれば誰でも収納上手になれるもの。
そこで、「隠す」収納と「見せる」収納を使い分ける「ディスプレイ収納」のテクニックをご紹介します。
適度に隠しながら見せることで、インテリアとしても機能させます。すると部屋の快適さはぐっとアップ！
今回は、キッチンとリビングルーム、サニタリースペースでのディスプレイ収納のポイントをお教えします。

「見せる」と「隠す」の
収納術を駆使して

上手にディスプレイ収納

Life Style Column
〜居心地の良い部屋をつくるためのヒント〜

おしゃれなディスプレイ収納術
いくら収納スペースがあっても、長く住めばその分だけ物は増えていきます。
気づいたら部屋が雑然となっている・・・なんてことはありませんか？
気持のいい暮らしは、いつもすっきり片付いていて、センスのある生活空間になっていることから生まれます。
収納上手のコツをつかんで、暮らしをもっと快適にしましょう。
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科　目 当連結会計年度
（2008年4月1日〜2009年3月31日）

前連結会計年度
（2007年4月1日〜2008年3月31日）

売上高 29,316 40,447
売上原価 34,678 31,499
販売費及び一般管理費 5,962 5,972
営業利益又は営業損失（△） △ 11,324 2,974
　営業外収益 226 336
　　受取利息及び受取配当金 55 107
　　受取手数料 89 87
　　その他 81 140
　営業外費用 435 516
　　支払利息 416 489
　　その他 19 26
経常利益又は経常損失（△） △ 11,533 2,794
　特別利益 86 468
　特別損失 1,081 335
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） △ 12,527 2,926

法人税、住民税及び事業税 279 1,164
法人税等調整額 428 450
少数株主損失 2 33
当期純利益又は当期純損失（△） △ 13,233 1,344

科　目 当連結会計年度
（2009年3月31日現在）

前連結会計年度
（2008年3月31日現在）

負債の部

流動負債 21,339 33,208

　　支払手形及び買掛金 5,790 11,501

　　短期借入金 12,145 18,410

　　未払法人税等 136 877

　　賞与引当金 96 152

　　その他流動負債 3,169 2,266

固定負債 9,900 11,215

　　長期借入金 7,516 9,060

　　退職給付引当金 520 487

　　役員退職慰労引当金 244 279

　　債務保証損失引当金 461 430

　　その他固定負債 1,157 957

負債合計 31,239 44,424

純資産の部

株主資本 25,063 38,649

　　資本金 10,111 10,111

　　資本剰余金　 426 426

　　利益剰余金 14,549 28,135

　　自己株式 △�24 △�24

評価・換算差額等 △ 376 △ 307

　　その他有価証券評価差額金 9 54

　　為替換算調整勘定 △�386 △�362

少数株主持分 92 94

純資産合計 24,779 38,436

負債純資産合計 56,018 82,860

科　目 当連結会計年度
（2009年3月31日現在）

前連結会計年度
（2008年3月31日現在）

資産の部

流動資産 44,053 69,963

　　現金及び預金 12,654 21,719

　　受取手形及び売掛金 921 281

　　有価証券　 200 2,240

　　販売用不動産 17,787 14,024

　　不動産事業支出金 10,778 29,859

　　その他流動資産 1,715 1,841

　　貸倒引当金　 △�3 △�2

固定資産 11,965 12,896

　有形固定資産 8,722 8,580

　　建物及び構築物　 3,338 2,801

　　土地 4,422 4,943

　　その他有形固定資産 961 835

　無形固定資産 835 901

　　のれん 763 880

　　その他無形固定資産 71 21

　投資その他の資産　 2,407 3,414

　　投資有価証券 609 706

　　長期貸付金 1,750 2,186

　　繰延税金資産 65 305

　　その他投資等 1,178 1,671

　　貸倒引当金 △�1,196 △�1,456

資産合計 56,018 82,860

科　目 当連結会計年度
（2008年4月1日〜2009年3月31日）

前連結会計年度
（2007年4月1日〜2008年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,341 △17,233

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,605 4,786

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,187 9,368

現金及び現金同等物期末残高 5,484 9,409

当連結会計年度
（2008年4月1日〜2009年3月31日）

株主資本 評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

前期末残高 10,111 426 28,135 △ 24 38,649 54 △ 362 △ 307 94 38,436
当期変動額
　剰余金の配当 △�351 △�351 △�351
　当期純損失（△） △�13,233 △�13,233 △�13,233
　自己株式の取得 △0 △0 △0
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △�45 △�23 △�68 △�2 △�71

当期変動額合計 − − △ 13,585 △0 △ 13,585 △ 45 △ 23 △ 68 △ 2 △ 13,656
当期末残高 10,111 426 14,549 △ 24 25,063 9 △ 386 △ 376 92 24,779

CoNSolIdaTed FINaNCIal STaTeMeNTS
財務諸表（連結）　

連結貸借対照表　（単位：百万円） 百万円未満を切捨てております。 百万円未満を切捨てております。 百万円未満を切捨てております。

連結株主資本等変動計算書　（単位：百万円） 百万円未満を切捨てております。

連結損益計算書　（単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書　（単位：百万円）

0569101302106.indd   5-6 2009/06/17   11:51:54



7 8

貸借対照表及び損益計算書を決算公告に代えて
当社ホームページに掲載しております。

どうぞご覧くださいませ。

科　目 当事業年度
（2008年4月1日〜2009年3月31日）

前事業年度
（2007年4月1日〜2008年3月31日）

売上高 22,637 33,437
売上原価 30,232 27,100
販売費及び一般管理費 3,783 3,818
営業利益又は営業損失（△） △ 11,378 2,518
　営業外収益 134 240
　　受取利息及び受取配当金 72 120
　　その他 62 120
　営業外費用 399 438
　　支払利息 381 433
　　その他 17 4
経常利益又は経常損失（△） △ 11,643 2,320
　特別利益 0 401
　特別損失 2,135 148
税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） △ 13,777 2,573

法人税、住民税及び事業税 17 879
法人税等調整額 322 934
当期純利益又は当期純損失（△） △ 14,118 758

当事業年度
（2008年4月1日〜2009年3月31日）

株主資本 評価・換算差額等 純資産
合計資本金

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 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
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計別途積立金 繰越利益剰余金

前期末残高 10,111 426 426 335 25,300 1,294 26,929 △ 24 37,443 54 54 37,498
当期変動額
　剰余金の配当 △�351 △�351 △�351 △�351
　利益準備金の積立 35 △�35
　当期純損失（△）　 △�14,118 △�14,118 △�14,118 △�14,118
　自己株式の取得 △0 △0 △0
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △�45 △�45 △�45

当期変動額合計 ― ― ― 35 ― △ 14,505 △ 14,470 △0 △ 14,470 △ 45 △ 45 △ 14,516
当期末残高 10,111 426 426 370 25,300 △ 13,211 12,459 △ 24 22,972 9 9 22,982

科　目 当事業年度
（2009年3月31日現在）

前事業年度
（2008年3月31日現在）

負債の部

流動負債 19,250 30,114

　　買掛金 1,247 −

　　支払手形 4,277 11,191

　　短期借入金 − 660

　　1年内返済予定の長期借入金 12,119 16,751

　　未払法人税等 13 705

　　前受金 907 99

　　預り金 183 246

　　賞与引当金 59 89

　　その他流動負債 442 370

固定負債 7,859 9,582

　　長期借入金 6,950 8,773

　　長期未払金 90 41

　　退職給付引当金 481 457

　　役員退職慰労引当金 244 279

　　その他固定負債 91 30

負債合計 27,110 39,697

純資産の部

株主資本 22,972 37,443

　資本金 10,111 10,111

　資本剰余金 426 426

　利益剰余金 12,459 26,929

　自己株式 △�24 △�24

評価・換算差額等 9 54

　その他有価証券評価差額金 9 54

純資産合計 22,982 37,498

負債純資産合計 50,092 77,196

科　目 当事業年度
（2009年3月31日現在）

前事業年度
（2008年3月31日現在）

資産の部

流動資産 39,761 65,101
　　現金及び預金 9,813 19,037
　　受取手形 670 −
　　有価証券 200 2,240
　　販売用不動産 17,443 13,483
　　不動産事業支出金 10,778 29,067
　　その他流動資産 855 1,272
固定資産 10,331 12,095
　有形固定資産 6,032 5,756
　　建物 2,677 2,085
　　土地 3,286 3,653
　　その他有形固定資産 69 16
　無形固定資産 30 11
　投資その他の資産 4,267 6,327
　　投資有価証券 191 288
　　関係会社株式 1,695 2,871
　　出資金 13 14
　　長期貸付金 240 364
　　関係会社長期貸付金 1,330 1,330
　　長期前払費用 2 3
　　繰延税金資産 − 164
　　長期前払消費税等 13 17
　　長期定期預金 − 800
　　保証金 445 99
　　敷金 92 112
　　会員権　 67 67
　　保険積立金 201 204
　　貸倒引当金 △�27 △�10
資産合計 50,092 77,196

貸借対照表　（単位：百万円） 百万円未満を切捨てております。

NoN-CoNSolIdaTed FINaNCIal STaTeMeNTS
財務諸表（単体）　

株主資本等変動計算書　（単位：百万円） 百万円未満を切捨てております。

損益計算書　（単位：百万円） 百万円未満を切捨てております。

日神不動産　IR 検　索
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←始値

←終値
←安値→

←高値→

15,000

出来高
（千株）

関東  4,156名
50.45%

近畿  1,598名
19.40%

四国  146名
1.77%

北海道  129名
1.57%

中部  1,222名
14.83%九州  354名

4.30%

中国  369名
4.48%

東北  189名
2.29%

外国・その他  
75名
0.91%

所有者別分布状況（持株比率）

外国法人等
4,232,127株

18.02%
個人・その他 
8,589,656株
36.61%金融機関

3,951,850株
16.83%

その他の国内法人
6,578,390株
28.02%

証券会社
123,607株

0.52%

大株主

株　主　名
当社への出資状況

持株数（株） 持株比率（％）

エヌディファクター株式会社 5,922,500 25.23

神山和郎 3,011,890 12.83

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,125,900 9.06

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,818,790 7.75

日神不動産社員持株会 845,217 3.60

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505019 610,000 2.60

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 528,100 2.25

モルガン スタンレー アンド カンパニー インターナショナル ピーエルシー 357,980 1.52

財団法人本願寺維持財団 351,000 1.50

野村信託銀行株式会社（投信口） 271,300 1.16

地域別分布状況（株主比率）

※発行済株式総数は自己株式20,976株を含めております。
　株主総数は証券保管振替機構分・自己株式分の2名を含めております。

株価と出来高の推移（週足）

発行可能株式総数……………………………………74,000,000株

発行済株式総数………………………………………23,475,630株

株主総数………………………………………………………8,238名

SToCK INForMaTIoN
株式の状況（2009年3月31日現在）　

顧客相談室

広　報　部

監

　査

　室

経　理　部

総　務　部

秘　書　室

開発事業部

設　計　部

第1営業部

第2営業部

第3営業部

住宅販売部

本　店

株
主
総
会

取

　締

　役

　会

監

　査

　役

　会

会

　
　長

社

　
　長

住宅販売部

総　務　部

開発事業部

横浜支店

第1営業部

第2営業部

住宅販売課

大宮支店

開発事業部

第1営業部

第2営業部

総　務　部

商号 日神不動産株式会社

設立 1975年3月

本店 東京都新宿区新宿五丁目8番1号

横浜支店 横浜市神奈川区鶴屋町二丁目20番地の1

大宮支店 さいたま市大宮区大門町三丁目42番地5

資本金 101億円（2009年5月31日現在）

従業員数 連結従業員数524名（2009年5月31日現在）

事業内容 自社ブランドマンション「日神パレステージ」
「日神デュオステージ」の企画・開発・販売、�
ビル・マンション賃貸業務、不動産業務全般

役員
代表取締役会長�兼�社長　最高経営責任者（CEO） 神　山　　和　郎

取締役兼執行役員専務（本店長） 佐　藤　　哲　夫

取締役兼執行役員専務（経理・財務・広報担当） 藤　岡　　重三郎

取締役兼執行役員専務（開発事業・設計担当） 堤　　　　幸　芳

取締役兼執行役員常務（横浜支店長）� 大　貫　　康　和

取締役兼執行役員（総務・内部統制担当�兼�監査室長） 細　根　　　　栞

取締役兼執行役員（副本店長兼本店第１営業部長）黒　栁　　　　誠

取締役兼執行役員（総務部長） 蓮　尾　　彰　久

常勤監査役 倉　野　　十一郎

常勤監査役 大　橋　　國　雄

監査役 仲　野　　滋　夫

監査役 小　島　　徹　也

組織図

CorPoraTe daTa
会社の概要（2009年6月25日現在）
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