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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 24,340 5.7 △2,079 － △2,096 － △3,624 －

18年３月期 23,032 38.0 1,371 － 1,403 － 2,202 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △17 50 － － △31.1 △7.6 △8.5

18年３月期 9 91 8 98 19.8 5.7 6.0

（参考）持分法投資損益 19年３月期 △2百万円 18年３月期 1百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 25,800 9,854 36.1 45 02

18年３月期 29,159 13,988 48.0 66 34

（参考）自己資本 19年３月期 9,323百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △5,445 △372 △842 4,161

18年３月期 △396 1,285 6,952 10,828

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 4 00 4 00 828 40.4 7.2
19年３月期 － － － － 0 00 － － －

20年３月期（予想） － － 2 00 2 00 － 23.0 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 23,500 △3.5 1,300 － 1,200 － 1,800 － 8 69
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 １社 （社名　Ｏａｋキャピタル１号投資事業有限責任組合）

除外 －社     

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び27ページ「連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 207,180,381株 18年３月期 207,180,381株

②　期末自己株式数 19年３月期 93,469株 18年３月期 86,177株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、46ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 7,817 △8.0 △2,244 － △2,156 － △3,925 －

18年３月期 8,499 352.6 1,394 － 1,481 190.0 1,712 679.2

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 △18 96 － －

18年３月期 7 62 6 91

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 14,837 9,492 64.0 45 84

18年３月期 19,952 14,428 72.3 68 71

（参考）自己資本 19年３月期 9,492百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,000 △36.0 1,000 － 1,000 － 1,800 － 8 69

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。し

たがって実際の業績は、経済、株式市況、その他様々な事業環境の変動に関するリスクや不確定要因により、上記

記載の予想数値と異なる場合があります。

また、一般事業会社と異なり、相対的に少数・大規模の案件を、ＩＰＯ、バイアウト等による投資回収に導く投資

事業の事業特性から、短期における収益の平準化が困難であり、さらに、Ｍ＆ＡやＩＰＯ実行後の保有株式には株

価変動が生じ、投資回収のタイミングそのものの短期予測も困難であることから、半期ごとではなく通期の業績予

想を行います。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当期における経営環境及び投資活動

  当期におけるわが国経済は、企業業績の向上と雇用環境の改善が進むなか、戦後最長の景気拡大を記録いたしま

した。その一方で、米国景気の減速や世界経済の成長鈍化への懸念などが、株式相場を始めとする金融市場の推移

に微妙な影を落とす展開となりました。

  産業界全般においては、グローバルな企業間競争が激化するなか、Ｍ＆Ａを巡る攻防の動きが耳目に触れること

がますます多くなってまいりました。

  このような環境のなかで、当社は、事業の発展と企業価値向上を図る企業に対し、当社のノウハウを活用した支

援を行うことを基本とした投資事業に取り組み、今後とも、独自のネットワークによる優良投資案件の発掘と投資

先育成技法向上に邁進し、差別化された上場投資会社としての発展を目指してまいります。

  なお、前期に海洋事業部門を分社化した結果、単体では投資事業専業の会社として初年度を迎えた当期におきま

しては、事業内容及び経営ビジョンをより明確に表現する名称として、ビーエスエル株式会社を改め、平成18年10

月１日付けでＯａｋキャピタル株式会社へと商号変更をいたしました。

②　当期における投資活動

  企業価値向上のための投資といたしましては、日本コーバン株式会社の大口仕入先であり、アジアNo.1の生産高

を誇るホログラム製品の開発・製造大手のケー・レザー・ テクノロジー・インク社（台湾）への出資及び提携を行

いました。

  また、欧米諸国において銀食器の世界最高級ブランドとして認知されるフランス Christofle 社の日本法人であ

るクリストフルジャパン株式会社への出資により50％の株式を取得するとともに、同社とのシナジーを展望して、

高級漆器販売の老舗である株式会社山田平安堂にも出資いたしました

  平成18年１月に経営権を取得した米国床材ブランドのＩＣＳガーランド社は、当社子会社であるウレタン防水資

材メーカーの株式会社ダイフレックスホールディングスの傘下に編入いたしました。ＩＣＳガーランド社は中国に

現地法人（愛系思建筑材料技術(上海)有限公司）を設立し事業拡大に取り組んでおります。さらに、株式会社ダイ

フレックスホールディングスによる国内トップクラスの外壁用水性塗料メーカーの恒和化学工業の事業買収を支援

し、同社は外壁塗料へも進出いたしました。

  これら新規出資先各社は、当社の既存出資先とのシナジー効果、さらに当社のネットワークとノウハウを通じて

創出される付加価値を通じて、今後の当社グループの発展に大いに寄与するものと考えております。

  その他の純投資活動といたしましては、電子部品開発・製造の新潟精密株式会社、情報・通信サービスのフレ

パー・ネットワークス株式会社、ＣＧ映像の株式会社キャドセンター等の情報技術関連の未上場企業への出資を行

い、対象業種ならびに投資ポートフォリオの拡充をいたしました。

  加えて、投資活動の幅を広げる取組みの一環として、平成18年12月に当社は複数の主要金融機関との共同出資に

より、オーナー系中堅・中小企業のバリューアップ投資を目的とするファンド「Ｏａｋキャピタル１号投資事業有

限責任組合」を設立するとともに、業務執行組合員として、その運営および管理業務を行っております。なお、上

記の情報技術関連企業へは、同ファンドも当社と共同で投資を実行いたしました。

  これらの結果、当期末における投資残高は営業投資有価証券82億30百万円、関係会社株式13億84百万円及びその

他の関係会社有価証券９億92百万円となっております。

③　当期の収益状況

  個別業績につきましては、短期運用による収益はありましたものの、当期中に計画しておりました主要な投資回

収を来期以降に繰り延べることを決定したことなどにより期間収益が限定的なものとなったことに加え、売買目的

有価証券として保有するバイオセンサーズ・インターナショナル・グループ・リミテッド社の株式（シンガポール

証券取引所、コード：BIG）につき、12億55百万円の評価損失を計上いたしました。また、サミット・デザイン・テ

クノロジーズ・インク社（米国）等の営業投資有価証券評価損10億７百万円、関係会社株式評価損５億56百万円及

び投資損失引当金繰入額65百万円を、それぞれ特別損失として計上いたしました。

  その結果、売上高は78億17百万円（前期比、６億82百万円減）、営業利益△22億44百万円（同、36億39百万円

減）、経常利益△21億56百万円（同、36億37百万円減）、当期純利益△39億25百万円（同、56億38百万円減）とな

りました。

  連結業績につきましては、ＩＣＳガーランド社および同社の中国現地法人が収益の向上に貢献しておりますが、

個別業績に係わる上記の要因に加え、原油相場高騰による株式会社ダイフレックスホールディングスの売上原価へ

の影響や、暖冬によるＡＤＩＲＯＮ株式会社の売上高への影響により収益が当初の計画を下回ったことなどにより、

期初計画を下回る結果となりました。
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  その結果、連結売上高243億40百万円（前期比、13億８百万円増）、連結営業利益△20億79百万円（同、34億50百

万円減）、連結経常利益△20億96百万円（同、35億円減）、連結当期純利益△36億24百万円（同、58億26百万円減）

となりました。

④　次期の見通し

  投資事業においては、保有する投資資産のうち上場株式につきましては、株価動向等を見極めながら主に市場で

の売却を通してキャピタルゲインを実現していく予定です。また、未上場株式は様々なＥＸＩＴ手法のなかから、

最も有利なスキームであると当社が判断する方法により、効率的な回収を行ってまいります。

  ＥＸＩＴ候補となる保有資産に関し、当社が行う分析・判断に基づく算定数値を前提として、次期の個別業績に

つきましては、売上高50億円、営業利益10億円、経常利益10億円、当期純利益18億円を見込んでおります。

  連結業績としましては、事業買収により業容を拡大した株式会社ダイフレックスの収益向上等が次期よりフルに

通期業績に反映される見通しです。

  その結果、次期の連結業績につきましては、売上高235億円、営業利益13億円、経常利益12億円、当期純利益18億

円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当期の総資産につきましては、総資産は前期に比べ、33億58百万円減少し、258億円となりました。これは主に投

資実行及び運転資金により現預金が減少したためであります。負債につきましては、当社の連結子会社である株式

会社ダイフレックスホールディングスによる恒和化学工業の事業譲受けに伴う仕入債務の増加等により、前期に比

べ、８億38百万円増加し、159億46百万円となりました。純資産は前期の利益処分及び当期純損失の計上等により、

前期の少数株主持分及び資本の部の合計額と比べ、41億96百万円減少し、98億54百万円となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当期の現金及び現金同等物は、前期に比べ、66億67百万円減少し、41億61百万円となりました。各キャッシュ・

フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

営業活動によるキャッシュ・フローは、54億45百万円のキャッシュ・アウトフローになりました。その主な要

因は、営業投資有価証券の取得によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億72百万円のキャッシュ・アウトフローになりました。その主な要

因は有形固定資産の取得及び関係会社株式の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、８億42百万円のキャッシュ・アウトフローになりました。その主な要

因は配当金の支払いによるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率(％) 48.0 36.1

時価ベ一スの自己資本比率(％) 150.6 67.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － －

※自己資本比率:自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い

（注）１．各指標は、いずれも連結ベ一スの財務数値によって算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）によって算出しております。

３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としており

ます。

Ｏａｋキャピタル㈱（3113）平成 19 年３月期決算短信

－ 4 －



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 ①利益配分に関する基本方針

  当社は利益配分の基本方針として、各ステークホルダーへの適正配分を最重要課題であると位置づけております。

  投資事業により得られた収益を新しい再投資へとつなげ、収益の更なる拡大に寄与することが、当社の企業価値

向上につながり、結果として株価の上昇という形で株主の皆様に還元されることになりますが、同時に、継続的な

配当の実施が株主の皆様の長期的利益に合致するとの基本認識のもと、高配当性向の維持・向上に努めます。

  また、投資先の株式上場等により収益が拡大した事業年度においては、特別配当による株主還元を検討すること

を基本方針といたします。

 ②当期・次期の配当

  しかしながら、当期におきましては投資回収の見送りなどによる結果、配当原資となるべき期間収益が得られな

い状況であるため、無配とさせていただくことになりました。

  来期以降の復配を目指し、当期より持ち越した案件を含め、投資回収に努めてまいります。

(4）事業等のリスク

  当社の経営成績、株価および財務状況などに影響を及ぼす可能性のある事項には、主に以下のようなものがあり

ます。当社および当社の子会社・持分法適用関連会社等の事業に関わるリスクの主なものを列挙しておりますが、

全てのリスクを網羅しているわけではなく、将来において、現在は未知のリスク、あるいは現時点では重要みなさ

れていない他のリスクの影響を受ける可能性もあります。

  なお、記載した内容における将来に関する事項は、本資料の発表日(平成19年５月17日)現在において、当社が判

断したものです。

 ①経済状況・景気動向

  当社および子会社・関連会社の事業は経済状況や景気の動向の影響を受け、その業績が左右される可能性があり

ます。

 ②株式市況・事業環境の変化等

  特に、投資事業においては、多額の先行投資を要すること、その投資資金の回収が中長期になることが通常であ

ることから、事業特性上、株式市況等の市場変動要因や環境変化の影響を強く受けやすい状況にあります。また、

それに加え、投資対象の評価に数多くの不確定要素や見込みが含まれていることなどにより、投資回収の時期や絶

対額に影響を与える可能性があります。

 ③消費トレンド

  また、当社子会社・関連会社が営む一部の事業については、消費者ニーズの変化のスピードに対応した経営戦略

が常に求められ、その対応如何では連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ④法的規制に関わるリスク

  当社の活動は当社および投資先の本国および関係国の諸々の法的規制を受けておりますが、当社は現在適用され

ている法律、規則等に従って業務を遂行しております。将来において、それら法律、規則等が変更される場合には、

その内容如何によっては当社の業績および財務状況に想定外の影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤人材確保のニーズに関わるリスク

  当社の事業および子会社・関連会社のマネジメントは人材の質に大きく依存いたします。したがいまして、優れ

た能力を持つ人材を確保・維持することが必須となり、その状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

以上列挙したリスク要因には、当社でコントロールできない外部要因もありますが、これらによる悪影響の発生の

可能性を認識したうえで、その発生を未然に防止し、万一発生した場合にも最小限にとどめる所存であります。また、

これらのリスクは事業からもたらされる収益と表裏一体をなすものと捉え、適切なリスク管理による収益の向上を図

り、日々万全を期して経営を推進してまいります。

 

Ｏａｋキャピタル㈱（3113）平成 19 年３月期決算短信

－ 5 －



２．企業集団の状況
　当社は、投資事業の一環として子会社19社及び関連会社３社を保有し、投資先企業の長期的な発展・成長に寄与する

という経営理念のもと、各種事業に取り組み、経営戦略・資本政策面での支援を通じ、対象企業の価値向上に努めてお

ります。

　投資手法といたしましては、投資案件を対象に応じ、ＥＰＩ(Equity Participation Investment)投資、プレＩＰＯ

(Initial Public Offering)投資、プライベート・エクイティ投資の３類型に分け、それぞれ実行しております。

　特にプライベート・エクイティ投資におきましては、連結対象としている子会社・関連会社の事業収益は連結業績に

影響を与えますが、ＩＰＯや事業会社によるＭ＆Ａ、バイアウト等による将来のＥＸＩＴ(投資回収)候補であり、重要

な投資資産として捉えております。現在は、産業資材事業、ファッション事業を中心に優良企業が当社グループを形成

しております。

　当社グループの事業の系統図は次のとおりであります。

 

Ｏａｋキャピタル株式会社 

国
内
外
の
上
場
企
業
・ 

有
望
未
公
開
企
業
へ
の
投
資 

企   

業   

価   

値   

形   

成 

第三者割当増資の引き受け等による資本参加 
（事業戦略策定の支援、資本政策の助言） 

ＩＰＯを検討中の企業に投資 
（資本政策、公開スキーム策定、サポート体制
の確立） 

未上場の中堅優良企業への投資 
（経営への関与、ハンズ・オン経営） 

ＥＰＩ投資 
（上場企業戦略投資） 

プレＩＰＯ投資 
（ＩＰＯ支援投資） 

プライベート・エクイティ投資 

（成長支援投資） 

・ダイフレックスグループ 
（連結子会社11社、持分法適用関連会社２社） 
・日本コーバン㈱ 

・ＡＤＩＲＯＮ㈱ 
・㈱味岡（持分法適用関連会社） 
・クリストフルジャパン㈱ 
（持分法非適用関連会社） 

・ビーエスエル・インシュアランス㈱ ＊ 
・㈲ザップクリエイト 
・㈱ダイフレックスＣＴ 

・㈱ヒラタ 
・平田工機㈱ 

産業資材事業 

ファッション事業 

その他事業 

海洋事業 

＜現投資先の事業＞ 

投資ファンドへの出資及び運営・管理 
・Ｏａｋキャピタル１号投資事業有限責任組合 

 ＊機能会社であり、投資対象ではありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

①　新規投資に関する方針

当社は、当社の中核事業である投資事業において、投資先の育成あるいは経営戦略面での支援を通じ、投資先企

業の価値向上を目指しております。

 投資対象に関しては、下記の強みを有することを条件としております：

 (ⅰ) 強いブランド力を持つ

 (ⅱ) 高い技術力を持つ

 (ⅲ) 大きなマーケット・シェアを持つ

この観点から、引き続き対象となる企業や事業を広い視点から調査・発掘し、投資事業の一層の拡大と基盤強化

に努めてまいります。

 個別投資案件への取組みに際しては、下記のとおりといたします:

 a. 事業会社への資本参加

 上記の基準に合致する中堅～小型優良企業（未公開会社）の35%～100％（保有比率）を取得し企業価値を高

めるための施策を行う。

 b. 上場会社への投資

 投資するに際し、事業戦略の再構築を支援するとともに、資本構成の適正化、株式流動性の向上、時価総額

の増大等を視野に入れた資本政策への助言を行う。

②　投資先管理育成に関する方針

 投資先の企業価値の向上は、当社の価値向上に直結するものであり、投資会社として最も注力しております。

当社は、固有のコンサルティング・スキルをベースとして、各投資先に必要な人材を確保し、また、各投資先に

あった専門家を積極的に起用することにより、投資先の育成を推進し、スピード感のある企業価値向上を実現して

まいります。

③　投資回収に関する方針

投資先については、その内容により、単年度に収益を計上し、配当原資を確保することに寄与するショート・ス

パン（短期回収）の案件と、時間をかけ事業育成の対象とするミディアム～ロング・スパン（中長期の回収）の案

件とに分けて考えております。

ただし、投資実行段階の判断に必ずしも縛られることのないよう、効率性の観点から回収時期の判断を臨機応変

に見直し、投資収益の増大を図ってまいります。

また、ＥＸＩＴの手法としましては、ＩＰＯ（株式公開）、株式譲渡（一部または全株式の売却）、株式交換

（未上場株の上場株への等価交換）等のうちから、個々の投資先の状況やステークホルダー（株主および取引当事

者等）にもたらす価値などを総合的に勘案したうえで、最も有利な方法であると当社が判断する手法を選択してま

いります。

(2）目標とする経営指標

 投資事業固有の事業特性から当社業績は株式市況等、不可避の変動要因による影響を受けますが、当社といたしま

しては、効率的かつ安定的な投資パフォーマンスを維持することによりＲＯＥ 10％を目標といたします。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社は、優良資産の取得に拍車をかけ、ポートフォリオの充実と収益基盤の強化を図る一方で、ＥＸＩＴ（投資回

収）の件数を増やすことにより、投資の実行から回収に至るサイクルを平準化することを当面の課題としております。

投資事業を主に下記の３類型に分け、ポートフォリオのなかでこれらのバランスをとることを基本戦略としており

ます。

①　プライベート・エクイティ投資（企業育成投資）

②　ＥＰＩ投資（上場企業戦略投資）

③　プレＩＰＯ投資（ＩＰＯ支援投資）

 それぞれの投資類型に関する状況は以下のとおりです。
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①　プライベート・エクイティ投資（企業育成投資）

 未公開の中堅優良企業を主な対象とし、当社による経営への関与を前提として、三分の一以上の株式を保有する

ものを指します。

 現状では連結対象としている子会社・関連会社に対するものが主な対象となっており、これらの会社の事業収益

は連結業績に影響を与えますが、当社の投資事業における位置付けとしては、ＩＰＯや事業会社によるＭ＆Ａ、バ

イアウト等による将来のＥＸＩＴ候補であり、重要な投資資産として捉えております。

 投資先に対しては、関連業界に豊富な事業経験のある実力経営者や優れた経営ノウハウをもつ人材を、各投資先

企業の「ハンズ・オン経営」に参画させ、企業価値向上を図っております。

②　ＥＰＩ投資（上場企業戦略投資）

 第三者割当増資の引き受け等による上場企業（および上場準備中の企業）を対象としたものであり、投資に際し

て事業戦略策定の支援や資本政策への助言等、当社ノウハウの提供を通じ、出資先の企業価値向上を図り、投資価

値を高めることに重点をおくものです。

 場合により、事業展開に関わることも視野に入れ、当社の資産を出資先企業の事業拡大策として活用することも

選択肢の一つとして考慮いたします。

 前期末までに既に６件の実績がありますが、わが国では事業再編が今後も引き続き進むことが予想されることか

ら、このタイプの案件は今後も増える傾向にあると当社では判断しており、引き続き積極的に投資機会を追求して

まいります。

 なお、当社の基本姿勢として、対象企業の経営者との合意によることを大原則としております。

③　プレＩＰＯ投資（ＩＰＯ支援投資）

 ＩＰＯ（株式公開）を具体的に検討している企業に対して資本参加し、併せて資本政策や公開スキームの策定、

サポート体制の確立等、投資会社としてのノウハウとネットワークを活用しＩＰＯのための支援を提供することに

より、早期のＩＰＯの実現と投資資金の回収を図ります。

 当社はいわゆるアーリー・ステージ（起業時の段階）での投資は、行わない方針です。

 

(4）会社の対処すべき課題

上記の経営方針を遂行するため、下記の諸点が当面の重点課題であると認識しております。

経営上の重点課題：

①　新規投資の積極展開

 優良な投資先の発掘と投資に積極的に取り組み、投資ポートフォリオの充実を図り、企業価値向上に努めてま

いります。

 ②　投資回収リスクの管理

 投資案件に取り組むにあたり、案件の精査（デュー・デリジェンス）を慎重に行い、投資回収のタイミングと

実現見込額の精度を高めるとともに、投資資産の保全に努めてまいります。

 ③　投資先管理育成スキルの向上

 当社が取り組むプライベート・エクイティ投資において、投資先の事業戦略、人事、財務戦略に積極的に関与

してまいります。その結果として実現される企業価値の向上を通じ、株式公開を含めた投資回収を促進いたしま

す。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 当社の個別業績は投資事業よるものでありますが、投資実行より回収に至るまでに通常、数年の期間を要します。

また、当社は投資先の企業価値向上の結果、最も有利であると判断できる時期に投資回収を実行することを基本方針

としております。そのため、投資回収案件の件数、規模により、その期間収益が大きく変動する可能性があります。

 当社は現在、単年度収益の平準化を図ることを課題としており、それを実現するためにも、投資実行を最優先事項

として進めております。
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４．連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 (※２) 11,076,384 4,440,112 △6,636,271

２．受取手形及び売掛金 (※７) 4,333,660 4,110,999 △222,660

３．営業投資有価証券 3,925,634 3,665,126 △260,508

４．たな卸資産 1,441,968 1,820,642 378,674

５．前払費用 134,066 160,384 26,317

６．短期貸付金 1,214,827 1,302,635 87,807

７．未収入金 569,707 570,461 754

８．繰延税金資産 100,456 48,483 △51,973

９．その他 174,707 285,295 110,588

10．貸倒引当金 △73,949 △113,812 △39,863

流動資産合計 22,897,463 78.5 16,290,328 63.1 △6,607,134

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(１)建物及び構築物 (※２) 1,952,923 1,721,896

減価償却累計額 1,069,735 883,188 991,261 730,634 △152,553

(２)機械装置及び
運搬具

(※２) 678,127 642,631

減価償却累計額 568,886 109,241 549,335 93,295 △15,945

(３)工具器具備品 475,353 528,800

減価償却累計額 376,659 98,694 369,058 159,741 61,046

(４)土地 (※２) 652,485 611,765 △40,720

有形固定資産合計 1,743,609 6.0 1,595,437 6.2 △148,172

２．無形固定資産

(１)営業権 455,480 － △455,480

(２)ソフトウェア 70,067 28,250 △41,817

(３)連結調整勘定 253,152 － △253,152

(４)のれん － 651,882 651,882

(５)その他 36,353 34,444 △1,908

無形固定資産合計 815,054 2.8 714,578 2.8 △100,476
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産

(１)投資有価証券 (※1,2) 376,728 517,654 140,926

(２)営業投資有価証券 2,086,217 5,469,902 3,383,685

(３)出資金 (※1,2) 20,282 14,860 △5,422

(４)長期貸付金 157,117 136,876 △20,241

(５)長期未収入金 (※６) 315,277 299,810 △15,466

(６)差入保証金  472,807 424,451 △48,355

(７)長期前払費用 19,258 45,003 25,745

(８)繰延税金資産 305,755 358,081 52,326

(９)その他 225,226 280,300 55,073

(10)投資損失引当金 △100,026 △165,126 △65,100

(11)貸倒引当金 △227,470 △207,324 20,146

投資その他の資産
合計

3,651,173 12.5 7,174,490 27.8 3,523,316

固定資産合計 6,209,837 21.3 9,484,505 36.8 3,274,668

 Ⅲ　繰延資産      

 １．新株発行費 38,947  19,473  △19,473

 ２．社債発行費 13,326  6,663  △6,663

 繰延資産合計 52,274 0.2 26,137 0.1 △26,137

資産合計 29,159,574 100.0 25,800,971 100.0 △3,358,603
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 3,787,560 4,983,645 1,196,084

２．短期借入金  2,327,570 1,475,900 △851,670

３．１年以内返済予定の長
期借入金

(※２) 546,608 572,635 △26,027

４．未払金 583,573 378,599 △204,973

５．未払法人税等 172,542 83,451 △89,090

６．未払費用 159,731 402,678 242,947

７．賞与引当金 22,687 60,370 37,683

８．返品調整等引当金 26,728 28,289 1,561

９．売上値引引当金 2,181 2,189 8

10．製品工事保証等
引当金

39,700 49,300 9,600

11．その他 87,669 105,767 18,097

流動負債合計 7,756,551 26.6 8,142,825 31.6 386,274

Ⅱ　固定負債

１．社債 600,000 600,000 －

２．新株予約権付社債 5,000,000 5,000,000 －

３．長期借入金 (※２) 816,822 1,137,066 320,244

４．繰延税金負債 29,132 41,776 12,643

５．退職給付引当金 437,652 412,984 △24,667

６．その他 467,637 611,456 143,818

固定負債合計 7,351,244 25.2 7,803,283 30.2 452,038

負債合計 15,107,796 51.8 15,946,109 61.8 838,312
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（少数株主持分）

少数株主持分 63,498 0.2 － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 (※４) 7,964,055 27.3 － － －

Ⅱ　資本剰余金 4,653,602 16.0 － － －

Ⅲ　利益剰余金 1,471,093 5.1 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

△79,250 △0.3 － － －

Ⅴ　自己株式 (※５) △21,220 △0.1 － － －

資本合計 13,988,280 48.0 － － －

負債、少数株主持分
及び資本合計

29,159,574 100.0 － － －

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  7,964,055 30.9 －

２．資本剰余金   － －  4,104,120 15.9 －

３．利益剰余金   － －  △2,805,103 △10.9 －

４．自己株式   － －  △17,029 △0.1 －

　　株主資本合計   － －  9,246,043 35.8 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  60,868 0.2 －

２．繰延ヘッジ損益   － －  4,300 0.0 －

３．為替換算調整勘定   － －  12,673 0.1 －

　　評価・換算差額等合計   － －  77,842 0.3 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  530,975 2.1 －

純資産合計   － －  9,854,862 38.2 －

負債純資産合計   － －  25,800,971 100.0 －
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 23,032,726 100.0 24,340,818 100.0 1,308,092

Ⅱ　売上原価 15,302,812 66.4 19,789,727 81.3 4,486,915

売上総利益 7,729,914 33.6 4,551,091 18.7 △3,178,823

Ⅲ　販売費及び一般管理費 (※１) 6,358,186 27.6 6,630,205 27.2 272,019

営業利益（△損失） 1,371,727 6.0 △2,079,114 △8.5 △3,450,842

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 23,277 52,970

２．受取配当金 2,602 34,034

３．為替差益 89,052 46,290

４．生命保険収入及び
配当金

40,177 －

５．持分法による投資利益 1,141 －

６．その他 66,782 223,034 1.0 34,565 167,860 0.7 △55,173

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 106,448 98,270

２．手形売却損 31,768 40,403

３．新株発行費償却 19,473 19,473

４．社債発行費償却 6,663 6,663

５．新株発行費 3,277 －

６．社債発行費 8,425 －

７．持分法による投資損失 － 2,483

８．その他 15,338 191,394 0.9 18,446 185,741 0.8 △5,652

経常利益（△損失） 1,403,367 6.1 △2,096,995 △8.6 △3,500,362

Ⅵ　特別利益

１．過年度受取社債利息 － 12,804

２．過年度償却債権取立益 － 19,777

３．固定資産売却益 (※２) 911 374

４．関係会社株式売却益 3,354,943 －

５．その他 147,609 3,503,465 15.2 11,264 44,221 0.2 △3,459,243
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失

１．過年度支払社債利息  20,542 －

２．固定資産売却損 (※３) 15 51,722

３．固定資産除却損 (※４) 91,045 5,339

４．営業投資有価証券　　
評価損

－ 1,007,619

５．関係会社社債評価損 860,221 －

６．貸倒損失 1,057,061 －

７．店舗閉鎖損 56,737 －

８．減損損失 (※５) 190,588 10,757

９．その他 315,829 2,592,041 11.2 444,838 1,520,278 6.3 △1,071,762

税金等調整前当期　　
純利益（△損失）

2,314,791 10.1 △3,573,052 △14.7 △5,887,843

法人税、住民税及び　
事業税

104,359 50,479

法人税等調整額 7,761 112,120 0.5 2,042 52,521 0.2 △59,598

少数株主利益
（△損失）

289 0.0 △1,190 △0.0 △1,479

当期純利益（△損失） 2,202,381 9.6 △3,624,383 △14.9 △5,826,764
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,809,169

Ⅱ　資本剰余金増加高

新株予約権の行使による
新株の発行

1,704,157

株式交換による新株の
発行

－

自己株式処分差益 140,275 1,844,433

Ⅲ　資本剰余金期末残高 4,653,602

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △353,306

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 2,202,381 2,202,381

Ⅲ　利益剰余金減少高

当期純損失 －

配当金 377,981

役員賞与 － 377,981

Ⅳ　利益剰余金期末残高 1,471,093
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)                        　　　

（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

平成18年３月31日　残高 7,964,055 4,653,602 1,471,093 △21,220 14,067,531

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）  △414,188 △414,188  △828,376

役員賞与（注）   △237,624  △237,624

当期純損失   △3,624,383  △3,624,383

自己株式の取得    △8,881 △8,881

自己株式の処分  △135,293  13,072 △122,221

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計 － △549,482 △4,276,196 4,191 △4,821,487

平成19年３月31日　残高 7,964,055 4,104,120 △2,805,103 △17,029 9,246,043

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高 △79,250 － － △79,250 63,498 14,051,778

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △828,376

役員賞与（注）      △237,624

当期純損失      △3,624,383

自己株式の取得      △8,881

自己株式の処分      △122,221

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

140,119 4,300 12,673 157,093 467,477 624,570

連結会計年度中の変動額合計 140,119 4,300 12,673 157,093 467,477 △4,196,916

平成19年３月31日　残高 60,868 4,300 12,673 77,842 530,975 9,854,862

（注）定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

税金等調整前当期純利益
（△損失）

2,314,791 △3,573,052 △5,887,843

減価償却費 279,703 264,520 △15,182

減損損失 190,588 10,757 △179,830

貸倒引当金の増加額 48,003 29,449 △18,554

投資損失引当金の増加額 － 65,100 65,100

賞与引当金の増減額 △4,455 37,683 42,138

退職給付引当金の増減額 50,291 △24,667 △74,958

返品調整等引当金の増減額 △12,842 1,561 14,403

売上値引引当金の増減額 △4,086 8 4,094

製品工事保証等引当金の増減額 △5,840 9,600 15,440

受取利息及び受取配当金 △25,880 △99,847 △73,967

支払利息 106,448 98,270 △8,178

持分法による投資損益 △1,141 2,483 3,625

投資有価証券売却益 △14,389 △619 13,770

投資有価証券売却損 61,621 － △61,621

投資有価証券評価損 2,619 － △2,619

関係会社株式売却益 △3,354,943 － 3,354,943

関係会社株式売却損 － 3,810 3,810

関係会社株式評価損 5,665 14,999 9,334

関係会社社債評価損 860,221 － △860,221

連結調整勘定償却 143,615 － △143,615

のれん償却額 － 87,603 87,603

有形固定資産除却損 91,045 5,339 △85,705

有形固定資産売却益 △911 △374 537

有形固定資産売却損 15 51,722 51,707

貸倒損失 1,057,061 － △1,057,061

売上債権の増加額 △439,230 △877,943 △438,712

たな卸資産の増減額 44,486 △378,674 △423,160

仕入債務の増減額 △41,054 1,141,996 1,183,050

営業投資有価証券の増加額 △1,645,222 △2,004,211 △358,989

その他資産の増加額 △14,758 △139,656 △124,897

その他負債の増加額 89,825 251,498 161,672

Ｏａｋキャピタル㈱（3113）平成 19 年３月期決算短信

－ 17 －



前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

未払消費税等の増減額 56,617 △40,017 △96,634

役員賞与の支払額 － △249,700 △249,700

その他 △59,074 20,364 79,438

小計 △221,207 △5,291,991 △5,070,784

利息及び配当金の受取額 19,088 89,210 70,122

利息の支払額 △109,480 △103,607 5,873

法人税等の支払額 △85,254 △139,569 △54,314

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△396,855 △5,445,958 △5,049,103

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

定期預金の増減額 233,013 △29,888 △262,901

有形固定資産の取得による支出 △152,917 △246,886 △93,969

有形固定資産の売却による収入 6,640 107,316 100,676

関係会社株式の取得による支出 △300 △200,000 △199,700

関係会社株式の売却による収入 － 40,000 40,000

投資有価証券の取得による支出 △60,093 － 60,093

投資有価証券の売却による収入 391,427 619 △390,808

無形固定資産の取得による支出 △9,877 △1,779 8,098

連結子会社株式の追加取得に
よる支出

△15,000 △5,003 9,996

連結子会社株式の追加取得に
よる収入

(※３) 84,146 － △84,146

貸付による支出 △131,182 △135,475 △4,292

株主への貸付による支出 △300,000 △100,000 200,000

貸付金の回収による収入 29,946 167,908 137,961

連結子会社株式の売却による
収入

(※４) 1,642,635 － △1,642,635

営業譲受による支出 (※５) △583,296 △39,523 543,772

差入保証金の減少額  157,097 48,355 △108,742

その他  △6,789 21,633 28,422

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

1,285,451 △372,723 △1,658,174
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

短期借入れによる収入 2,017,100 1,691,623 △325,476

短期借入金の返済による支出 △2,630,115 △2,543,294 86,820

長期借入れによる収入 593,533 1,064,412 470,878

長期借入金の返済による支出 △1,145,834 △718,141 427,693

担保に供している預金の減少に
よる収入

202,001 － △202,001

担保に供している預金の増加に
よる支出

△30,000 △1,012 28,987

社債の発行による収入 600,000 － △600,000

新株予約権付社債の発行による
収入

5,000,000 － △5,000,000

社債の償還による支出 △220,160 － 220,160

株式の発行による収入 3,106,666 － △3,106,666

自己株式の取得による支出 △80,165 △8,881 71,284

自己株式の売却による収入 13,544 7,508 △6,036

少数株主からの払込みによる収
入

－ 500,000 500,000

少数株主への配当金の支払額 △18,120 △120 18,000

配当金の支払額 △377,981 △828,376 △450,394

その他 △78,411 △6,669 71,741

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

6,952,058 △842,950 △7,795,008

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

－ △5,539 △5,539

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 7,840,654 △6,667,172 △14,507,826

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,101,046 10,828,366 7,727,320

Ⅶ　連結範囲変更による現金及び現金
同等物の減少額

(※２) △113,334 － 113,334

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 (※１) 10,828,366 4,161,194 △6,667,172
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社（15社）

㈱ダイフレックスホールディングス

　㈱ダイフレックス

　㈱ダイフレックスＣＳ

　ディックプルーフィング㈱

　ユープレックス㈱

　共進建工㈱

　㈱ダイフレックスＭＦＧ

　㈲ザップクリエイト

　㈱ダイフレックスＣＴ

日本コーバン㈱

ICS Garland Inc.

ＡＤＩＲＯＮ㈱

㈱ヒラタ

平田工機㈱

ビーエスエル・インシュアランス㈱

(1) 連結子会社（19社）

Ｏａｋキャピタル１号投資事業有限責任

組合

㈱ダイフレックスホールディングス

　㈱ダイフレックス

　㈱ダイフレックスＣＳ

　ディックプルーフィング㈱

　ユープレックス㈱

  恒和化学工業㈱

　共進建工㈱

　㈱ダイフレックスＭＦＧ

　㈲ザップクリエイト

　㈱ダイフレックスＣＴ

　㈱ＩＣＳホールディングス

　ICS Garland Inc.

　愛系思建筑材料技術(上海)有限公司

日本コーバン㈱

ＡＤＩＲＯＮ㈱

㈱ヒラタ

平田工機㈱

ビーエスエル・インシュアランス㈱

　上記のうち、ICS Garland Inc.は当連

結会計年度中に同社に出資したため、㈱

ヒラタについては、当連結会計年度中に

当社の海洋事業部門を会社分割し新設し

たため、ユープレックス㈱については、

当連結会計年度中に㈱ダイフレックス

ホールディングスが同社株式を追加取得

したため連結の範囲に含めております。

また、㈱ＭＴベーカリーズ（旧商号㈱モ

ンタボー）及び常楽酒造㈱は、当社が保

有する全株式を当連結会計年度中に売却

したため、連結子会社から除外いたしま

した。

　上記のうち、Ｏａｋキャピタル１号投

資事業有限責任組合、恒和化学工業㈱、

㈱ＩＣＳホールディングス及び愛系思建

筑材料技術(上海)有限公司は、それぞれ

当連結会計年度中に設立したため、連結

の範囲に含めております。

────── （会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「投資事業組合に

対する支配力基準及び影響力基準の適用に

関する実務上の取扱い」（企業会計基準委

員会実務対応報告第20号　平成18年９月８

日）を適用しております。

(2) 非連結子会社

主要な非連結子会社

㈱グリーンダイフレックス

(2) 非連結子会社

主要な非連結子会社

同左

Ｏａｋキャピタル㈱（3113）平成 19 年３月期決算短信

－ 20 －



項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3) 投資事業組合等の連結の範囲に関する

取扱い

　投資事業組合等に対する出資のうち、

連結会社の持分割合が過半数を超える投

資事業組合等が１ファンドありますが、

投資事業組合等の資産・負債・収益・費

用は持分割合に応じて各出資者に帰属す

るため、投資事業組合等は子会社として

取り扱っておりません。

　なお、平成18年３月22日に同投資事業

組合等は解散いたしました。これに伴い

当連結会計年度の税金等調整前当期純利

益に与える影響はありません。

(3)  　　　　──────

２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用会社数及び主要な会社名

関連会社　３社

　㈱テクノ・ダイフレックス、

　㈲セブンテック、㈱味岡

　㈱テクノ・ダイフレックスは、㈱

ダイフレックスホールディングスが

当連結会計年度中に他社との合弁に

より設立したため、持分法適用の関

連会社となりました。

　また、前連結会計年度まで持分法

適用の関連会社に含まれていたユー

プレックス㈱は、㈱ダイフレックス

ホールディングスが同社株式を追加

取得したことにより連結子会社に異

動しました。　　

(1) 持分法適用会社数及び主要な会社名

関連会社　３社

　㈱テクノ・ダイフレックス、

　㈲セブンテック、㈱味岡

　なお、平成18年４月に㈱ダイフ

レックスホールディングスは、大宝

化学工業㈱の株式を20％取得し、中

間連結会計期間中に持分法適用関連

会社としましたが、平成18年12月に

同株式をすべて売却したため、持分

法適用関連会社から除外しました。

(2)  　　　　────── (2) 持分法非適用の主要な会社名

関連会社　クリストフルジャパン㈱

　持分法非適用の関連会社は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等から見て、持

分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。

(3) 他の会社の議決権の100分の20以上、

100分の50以下を自己の計算において

所有しているにもかかわらず当該他の

会社を関連会社としなかった当該他の

会社の名称

㈱共冷、

Summit Design Technologies,Inc.

(3) 他の会社の議決権の100分の20以上、

100分の50以下を自己の計算において

所有しているにもかかわらず当該他の

会社を関連会社としなかった当該他の

会社の名称

同左

（関連会社としなかった理由）

　当社の主たる営業目的である投資育

成のために取得したものであり、傘下

に入れる目的で取得したものではない

ためであります。

（関連会社としなかった理由）

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日はそれぞれ日本コー

バン㈱、ICS Garland Inc.が12月31日、Ａ

ＤＩＲＯＮ㈱が２月末日、平田工機㈱は１

月31日となっております。いずれも連結財

務諸表の作成に当たっては連結決算日との

差異は３ヶ月以内であるため、当該連結子

会社の決算日に係る財務諸表を基礎として

連結を行っております。なお、当該決算日

と連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な修正を行うことと

しております。

　連結子会社の決算日はそれぞれＯａｋ

キャピタル１号投資事業有限責任組合、恒

和化学工業㈱、㈱ＩＣＳホールディングス、

ICS Garland Inc.、愛系思建筑材料技術

(上海)有限公司及び日本コーバン㈱が12月

31日、ＡＤＩＲＯＮ㈱が２月末日、平田工

機㈱は１月31日となっております。いずれ

も連結財務諸表の作成に当たっては連結決

算日との差異は３ヶ月以内であるため、当

該連結子会社の決算日に係る財務諸表を基

礎として連結を行っております。なお、当

該決算日と連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な修正を行

うこととしております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均法

　により算定）

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均法

　により算定）

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は、移動平

均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②デリバティブ

　時価法

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

　主として移動平均法による低価法

③たな卸資産

　各社の業種に応じ、総平均法による

原価法、最終仕入原価法による原価法、

移動平均法による原価法及び低価法に

より評価しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）は定額法。 

 

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　２～16年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法、

在外連結子会社は定額法。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）は定額法。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　２～14年
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

②無形固定資産

　定額法。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用

期間（５年）に基づく定額法。

②無形固定資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理方法

①新株発行費

　商法施行規則が規定する最長期間

（３年間）で償却しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

①新株発行費

　３年間で償却しております。

②社債発行費

　社債の償還期限内または商法施行規

則が規定する最長期間（３年間）のい

ずれか短い期間で償却しておりま

す。

　ただし、子会社は、いずれも支出時

に全額費用処理しております。

②社債発行費

　社債の償還期限内または３年間のい

ずれか短い期間で償却しておりま

す。

　ただし、子会社は、いずれも支出時

に全額費用処理しております。

　（会計方針の変更）

　当社の新株発行費及び社債発行費は、

従来、支出時に全額費用処理しており

ましたが、将来の投資案件に対する資

金調達として実施した株主割当による

新株予約権の行使等によって新株及び

社債の発行が多額となり、今後も有効

な資金調達方法のためのコストが多額

になることが予想されることから、重

要性の観点より支出の効果が及ぶ将来

の期間に合理的に配分して適正な期間

損益計算を行うため、当連結会計年度

より商法施行規則が規定する最長期間

内で均等償却する方法に変更しており

ます。

　この結果、従来の方法に比べ、営業

外費用が52,274千円減少し、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ同額増加しております。

──────

(4) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権及び破産更生債権

等については、個々の債権の回収可能

性を勘案して、その回収不能見込額を

計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　当連結会計年度の負担すべき支給見

込額を計上しております。

②賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異（192,453

千円）については主として15年による

均等額（一部の連結子会社は10年）を

費用処理しております。

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。

なお、一部の連結子会社では会計基準

変更時差異（144,582千円）について

は10年による均等額を費用処理してお

ります。

────── （会計方針の変更）

　当社及び一部の連結子会社の退職給付

会計基準変更時差異（47,871千円）につ

いては、従来15年償却による按分額を費

用処理しておりましたが、当連結会計年

度において、一括して費用処理する方法

に変更しております。

　この変更は、退職給付会計適用初年度

に在籍していた従業員の大多数が退職等

となったため、未認識会計基準変更時差

異残高が実態に合致しなくなったために

行ったものです。

　この結果、従来の方法に比べ、税金等

調整前当期純損失が11,703千円増加して

おります。

④投資損失引当金

　営業投資有価証券等について、実質

価額の下落による損失に備えるため、

健全性の観点から投資先の経営成績及

び財政状態を勘案の上、その損失見積

額を計上しております。

④投資損失引当金

同左

⑤返品調整等引当金

　商品の販売において、将来発生する

可能性があると見込まれる返品に備え

るため、売買利益相当額等を計上して

おります。

⑤返品調整等引当金

同左

⑥売上値引引当金

　商品の販売において、将来発生する

可能性があると見込まれる売上値引等

に備えるため、その見込額を計上して

おります。

⑥売上値引引当金

同左

⑦製品工事保証等引当金

　工事等の無償修理費用の支出に備え

るため、個別に見積可能なものについ

てその見積額を計上しております。

⑦製品工事保証等引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

(6) 重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(6) 重要なリース取引の処理方法

同左

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

また、金利スワップ取引等につきまし

ては、特例処理の要件を満たしている

場合には特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ⅰ)ヘッジ手段

　為替予約取引、通貨オプション取引、

金利スワップ取引

(ⅱ)ヘッジ対象

　外貨建債務及び外貨建予定取引、借

入金利息

③ヘッジ方針

　商品の輸入による買入債務等の為替

レート変動によるリスクをヘッジする

目的で外国為替の実需の範囲内で為替

予約取引及び通貨オプション取引を行

うこととしております。

　また、借入金に係る金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ取引を

行うこととしております。

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性を判定することとしています。た

だし、特例処理の要件を満たしている

ものについては、有効性の評価を省略

しております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ⅰ)ヘッジ手段

　為替予約取引

 

(ⅱ)ヘッジ対象

　外貨建債務及び外貨建予定取引

 

③ヘッジ方針

　商品の輸入による買入債務等の為替

レート変動によるリスクをヘッジする

目的で外国為替の実需の範囲内で為替

予約取引を行うこととしておりま

す。

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性を判定することとしております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、発生年度より実質的判

断による年数の見積もりが可能なものは、

その見積もり年数（20年以内）で、その他

については、５年間で定額法により償却し

ております。

──────

７.のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

────── 　のれんは、発生年度より実質的判断によ

る年数の見積もりが可能なものは、その見

積もり年数（20年以内）で、その他につい

ては、５年間で定額法により償却しており

ます。

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

──────

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資を計上しております。

同左

10．その他連結財務諸表作成

のための基本となる事項

(1) 投資事業組合等への出資金に係る会計

処理

　投資事業組合等への出資金に係る会計

処理は、当社及び連結子会社が、非業務

執行組合員として出資しているものにつ

いて、組合の事業年度の財務諸表及び事

業年度の中間財務諸表に基づいて、組合

の純資産及び純損益を当社及び連結子会

社の出資持分割合に応じて、各々、営業

投資有価証券、営業収益として計上して

おります。

(1) 投資事業組合等への出資金に係る会計

処理

　投資事業組合等への出資金に係る会計

処理は、組合の事業年度の財務諸表及び

事業年度の中間財務諸表に基づいて、組

合の純資産及び純損益を当社及び連結子

会社の出資持分割合に応じて、各々、営

業投資有価証券、営業収益として計上し

ております。

(2) 営業投資有価証券に係る会計処理

　投資事業目的にて取得した有価証券は、

営業投資有価証券として計上しておりま

す。

(2) 営業投資有価証券に係る会計処理

同左

(3) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(3) 消費税等の会計処理

同左

Ｏａｋキャピタル㈱（3113）平成 19 年３月期決算短信

－ 26 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

により税金等調整前当期純利益は190,588千円減少しており

ます。

　また、セグメント情報に与える影響は、「第５経理の状

況、１連結財務諸表等、(1)連結財務諸表、注記事項、セグ

メント情報」に記載しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

──────

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は9,319,586千

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

────── （役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しておりま

す。これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失は、それぞれ1,000千円増加しております。　

────── （企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）

並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12

月27日）を適用しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （連結貸借対照表）

１．前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「のれん」

と表示しております。

２．前連結会計年度まで、旧有限会社法に規定する有限会

社に対する当社持分は、「出資金」に含めて表示して

おりましたが、会社法及び会社法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律第２条第２項により、その持

分が有価証券（株式）とみなされることとなったため、

当連結会計年度より「投資有価証券」に含めて表示し

ております。

　なお、当連結会計年度の「投資有価証券」に含めた

有限会社に対する持分は、5,432千円であります。

────── （連結損益計算書）

　前連結会計年度において、販売費及び一般管理費の内

訳で「連結調整勘定償却額」として注記されていたもの

は、当連結会計年度から「のれん償却額」と注記してお

ります。

────── （連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」と表示しております。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当連結会計年度より、当社の保有するバイオセンサーズ・

インターナショナル・グループ・リミテッド株式の保有区

分を「その他有価証券」から「売買目的有価証券」に変更

し、流動資産の営業投資有価証券に含めて表示しておりま

す。これは、同社がシンガポール市場に上場したことによ

り当社の資産運営方針を変更したためであります。この変

更により、当連結会計年度の売上高が1,599,941千円増加し

たため、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

がそれぞれ同額増加しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

固定資産 投資有価証券（株式）

出資金

246,706

5,432

千円

千円

固定資産 投資有価証券（株式） 433,577千円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産

　受取手形割引高787,409千円、１年以内返済予定の

長期借入金200,812千円及び長期借入金448,415千円の

担保として下記資産が供されています。

　受取手形割引高1,164,254千円、１年以内返済予定

の長期借入金195,812千円及び長期借入金448,415千円

の担保として下記資産が供されています。

定期預金 193,013千円

建物及び構築物 448,596千円

機械装置 4,420千円

土地 771,555千円

投資有価証券 43,176千円

出資金 9,190千円

計 1,469,951千円

定期預金 194,025千円

建物及び構築物 371,037千円

機械装置 3,828千円

土地 771,555千円

投資有価証券 37,566千円

出資金 9,190千円

計 1,387,202千円

　下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保証

金として供託しております。

──────

投資有価証券 10,012千円

　３．受取手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,804,879千円

受取手形裏書譲渡高 84,374千円

　３．受取手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 2,397,026千円

受取手形裏書譲渡高 55,564千円

※４．授権株式数及び発行済株式総数 ※４．　　　　　　　──────

授権株式数 普通株式 600,000,000株

発行済株式総数 普通株式 207,180,381株

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式86,177株

であります。

※５．　　　　　　　──────

※６．財務諸表等規則第32条１項10号の更生債権等に準ず

る債権であります。

※６．　　　　　　　　　同左

※７．　　　　　　　────── ※７．連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであ

ります。

受取手形 10,234千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

従業員給与・賞与 2,519,892千円

賞与引当金繰入額 13,113

退職給付引当金繰入額 92,908

貸倒引当金繰入額 32,735

連結調整勘定償却 143,615

従業員給与・賞与 2,499,484千円

賞与引当金繰入額 17,472

退職給付引当金繰入額 79,169

のれん償却額 87,603

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 904千円

電話加入権 7千円

　計 911千円

建物及び構築物 5千円

機械装置及び運搬具 366千円

工具器具備品 2千円

　計 374千円

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 15千円 建物及び土地 42,157千円

機械装置及び運搬具 5,056千円

工具器具備品 4,201千円

電話加入権 307千円

　計 51,722千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 57,716千円

機械装置及び運搬具 14,672千円

工具器具備品 9,990千円

電話加入権 8,666千円

　計 91,045千円

建物及び構築物 2,347千円

機械装置及び運搬具 1,224千円

工具器具備品 1,768千円

　計 5,339千円
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※５．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

※５．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類

 東京都福生市 賃貸不動産  土地

 宮城県石巻市 賃貸不動産  土地、建物他

 北海道中川郡

 他２ヶ所
遊休資産  土地

 福島県他４ヵ所
海洋事業

営業車両、倉庫他
 建物、リース資産他

場所 用途 種類

 北海道釧路市 遊休資産  土地、建物他

　当社グループは、事業資産については事業を基礎

とし、賃貸不動産及び遊休資産については物件単位

にグルーピングを行っております。

　賃貸不動産及び遊休資産については、近年の地価

下落傾向の中、帳簿価額に対し時価が著しく下落し

たため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（182,264千円）として特別損失に

計上しました。また、海洋事業については、水産マー

ケットの長期縮小傾向が続く中、今後も大幅な収益

の改善は見込めないため、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（8,324千円）と

して特別損失に計上しました。その内訳は、土地

176,815千円、建物6,792千円、リース資産4,149千円、

その他2,832千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は主として使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

1.3%で割り引いて算出しております。

　当社グループは、事業資産については事業を基礎

とし、賃貸不動産及び遊休資産については物件単位

にグルーピングを行っております。

　海洋事業の遊休資産のうち、売却予定資産につい

て、帳簿価額を売却見込価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（10,757千円）として特別損失に計上

しました。その内訳は、建物6,907千円、土地3,699

千円、その他151千円であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 207,180,381 － － 207,180,381

合計 207,180,381 － － 207,180,381

自己株式

　普通株式 86,177 67,029 59,737 93,469

合計 86,177 67,029 59,737 93,469

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

2008年満期転換社債型新株予

約権付社債に付された新株予

約権

普通株式 20,833,333 － － 20,833,333 －

３．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 828,376 4 平成18年３月31日 平成18年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 11,076,384千円

預け入れ期間が３ケ月を超える定期

預金
△248,017千円

現金及び現金同等物 10,828,366千円

現金及び預金勘定 4,440,112千円

預け入れ期間が３ケ月を超える定期

預金
△278,918千円

現金及び現金同等物 4,161,194千円

※２．前連結会計年度末に連結子会社であった㈱ＭＴベー

カリーズ（旧商号㈱モンタボー）は、事業再編に伴

う物的会社分割によって、㈱ＭＴベーカリーズ（分

割会社）と㈱モンタボー（新設会社）とに会社分割

いたしました。これに伴い新設会社が引き継いだ平

成17年４月１日現在の現金及び現金同等物49,425千

円を含めております。

 

※２．　　　　　　　──────

※３．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 

※３．　　　　　　　──────

  株式の追加取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の主な内訳並びに株式の追加取得価額

と追加取得による収入（純額）との関係は次のとおりであ

ります。

ユープレックス㈱（平成17年４月１日現在）

流動資産 525,936千円

固定資産 10,806千円

流動負債 △383,255千円

固定負債 △433千円

連結調整勘定 △10,374千円

少数株主持分 △36,458千円

前連結会計年度以前の持分相当額 △61,221千円

ユープレックス㈱株式の追加取得価

額

45,000千円

ユープレックス㈱の現金及び現金同

等物

129,146千円

差引：追加取得による収入 84,146千円
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※４．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

※４．　　　　　　　──────

　株式の売却により連結子会社でなくなったことに伴う売

却時の資産及び負債の主な内訳並びに株式売却価額と売却

による収入（純額）との関係は次のとおりであります。

常楽酒造㈱（平成18年３月31日現在）

流動資産 185,033千円

固定資産 254,432千円

連結調整勘定 194,853千円

流動負債 △73,658千円

固定負債 △66,118千円

株式売却益 555,463千円

常楽酒造㈱株式の売却価額 1,050,005千円

常楽酒造㈱の現金及び現金同等物 8,569千円

差引：売却による収入 1,041,435千円

※５．営業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳 ※５．　　　　　　　──────

  ICS Garland Inc.は、当連結会計年度にGarland Floor 

Co.の建築用床材の製造・販売事業の営業を譲受けました。

この営業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳

は次のとおりであります。

ICS Garland Inc.（平成18年１月31日現在）

流動資産 212,704千円

固定資産 491,578千円

流動負債 △120,986千円

差引：営業譲受による支出 583,296千円

※６．重要な非資金取引の内容 ※６．　　　　　　　──────

新株予約権の行使による資本金増加額 250,000千円

新株予約権の行使による資本準備金増加額 250,000千円

新株予約権の行使による新株予約権付社債

減少額

500,000千円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

3,925,634 1,599,941

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1）国債・地方債 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1）国債・地方債 10,012 10,009 △3

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 10,012 10,009 △3

合計 10,012 10,009 △3
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３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

投資有価証券

(1）株式 745 2,583 1,837

(2）債券 － － －

小計 745 2,583 1,837

営業投資有価証券

(1）株式 478,771 567,844 89,072

(2）債券 － － －

小計 478,771 567,844 89,072

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

投資有価証券

(1）株式 50,406 43,176 △7,230

(2）債券 － － －

小計 50,406 43,176 △7,230

営業投資有価証券

(1）株式 154,496 137,004 △17,492

(2）債券 － － －

小計 154,496 137,004 △17,492

合計 684,420 750,607 66,186

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行っており

ます。

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

4,213,399 918,798 532,316

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

（投資有価証券）

株式 74,250

（営業投資有価証券）

株式 1,349,962

投資事業組合等への出資金 31,406

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

債券

国債 － 10,000 － －
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当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

3,665,126 △1,255,318

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1）国債・地方債 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1）国債・地方債 10,000 10,000 －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 10,000 10,000 －

合計 10,000 10,000 －
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３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

投資有価証券

(1）株式 745 2,260 1,514

(2）債券 － － －

小計 745 2,260 1,514

営業投資有価証券

(1）株式 851,280 1,330,795 479,514

(2）債券 － － －

小計 851,280 1,330,795 479,514

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

投資有価証券

(1）株式 50,406 37,566 △12,840

(2）債券 － － －

小計 50,406 37,566 △12,840

営業投資有価証券

(1）株式 1,064,204 687,335 △376,869

(2）債券 － － －

小計 1,064,204 687,335 △376,869

合計 1,966,637 2,057,956 91,319

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、40,667千円の減損処理を行っております。 

なお、減損処理は、当連結会計年度末における時価が取得価額に対して著しく下落し、回復の見込みがないものを

対象にしておりますが、その際には当連結会計年度における株価と簿価との乖離幅の変動状況及び発行会社の最近

の業績等を総合的に判断して株価の回復可能性を判断しております。
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４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

4,169,837 251,023 54,870

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

（投資有価証券）

株式 34,250

（営業投資有価証券）

株式 3,105,411

投資事業組合等への出資金 332,260

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について、966,951千円の減損処理を行っております。

減損処理を行った株式のうち、サミット・デザイン・テクノロジーズ・インク社株式につきましては、同社の経営

権をもつ筆頭株主の意向により、当社も同社株式を処分せざるを得ない状況となり、投資回収見込額まで減損処理

（896,401千円）を行ったものであります。 

なお、減損処理は、当連結会計年度末における時価が取得価額に対して著しく下落し、回復の見込みがないものを

対象にしておりますが、その際には当連結会計年度における投資先の純資産額と簿価との乖離幅の変動状況及び発

行会社の最近の業績等を総合的に判断して株価の回復可能性を判断しております。

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

債券

国債 10,000 － － －
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

2004年
第１回新株予約権

2004年
第２回新株予約権

2004年 
 第３回新株予約権

2004年
第４回新株予約権

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　７名

当社監査役　　３名

当社相談役　　１名

当社従業員  　17名

子会社取締役  １名

子会社監査役  ２名

当社取締役　　１名

当社監査役　　３名

当社従業員  　23名

子会社取締役  ２名

当社執行役員　２名

当社従業員    10名

子会社取締役  ２名

子会社執行役員２名

子会社従業員  １名 

ストック・オプション数

（注）
普通株式7,000,000株 普通株式1,140,000株 普通株式 390,000株 普通株式1,970,000株

付与日 平成16年８月25日 平成16年９月10日 平成16年９月17日 平成17年６月17日

権利確定条件 － － － －

対象勤務期間 － － － －

権利行使期間
平成16年９月１日～

 平成26年６月29日

平成16年９月24日～

  平成26年６月29日

平成16年10月１日～

  平成26年６月29日

平成17年７月１日～

　平成26年６月29日

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

2004年
第１回新株予約権

2004年
第２回新株予約権

2004年
第３回新株予約権

2004年
第４回新株予約権

権利確定前　　　　　（株）     

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後　　　　　（株）     

前連結会計年度末 7,000,000 1,140,000 390,000 1,970,000

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 1,420,000 90,000 50,000 230,000

未行使残 5,580,000 1,050,000 340,000 1,740,000

②　単価情報

2004年
第１回新株予約権

2004年
第２回新株予約権

2004年
第３回新株予約権

2004年
第４回新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 212 237 251 240

行使時平均株価　　　（円） － － － －

公正な評価単価（付与日）

（円）
－ － － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 893,207千円

固定資産評価損 35,330

営業投資有価証券評価損 211,639

関係会社株式評価損 509,027

貸倒引当金 61,239

投資損失引当金 40,710

退職給付引当金 174,583

減損損失 76,840

全面時価評価法による評価差額 81,400

その他 165,152

繰延税金資産小計 2,249,132

評価性引当額 △1,842,921

繰延税金資産合計 406,211

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 29,132

繰延税金負債計 29,132

繰延税金資産の純額 377,079

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

　流動資産－繰延税金資産 100,456千円

　固定資産－繰延税金資産 305,755

　流動負債－繰延税金負債 －

　固定負債－繰延税金負債 29,132

繰延税金資産

繰越欠損金 2,336,516千円

固定資産評価損 30,288

営業投資有価証券評価損 500,658

関係会社株式評価損 445,346

貸倒引当金 66,958

投資損失引当金 67,206

退職給付引当金 165,149

減損損失 63,604

全面時価評価法による評価差額 64,202

その他 213,074

繰延税金資産小計 3,953,006

評価性引当額 △3,546,441

繰延税金資産合計 406,565

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 41,776

繰延税金負債計 41,776

繰延税金資産の純額 364,788

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

　流動資産－繰延税金資産 48,483千円

　固定資産－繰延税金資産 358,081

　流動負債－繰延税金負債 －

　固定負債－繰延税金負債 41,776

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7 (%)

（調整）

住民税均等割等 0.8

交際費等永久に損金に算入されない項

目

0.8

評価性引当額 △34.7

その他 △2.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.8

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　税金等調整前当期純損失となったため、記載してお

りません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

投資事業
（千円）

産業資材事業
（千円）

ファッション
事業

（千円）

海洋事業
（千円）

食品事業
（千円）

その他の事業
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
7,930,096 10,567,289 2,699,530 956,832 537,949 341,028 － 23,032,726

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 180 59,784 － 4,316 － (64,281) －

計 7,930,096 10,567,469 2,759,315 956,832 542,265 341,028 (64,281) 23,032,726

Ⅱ．営業費用 6,377,812 10,078,599 3,029,569 1,166,082 719,303 357,465 (67,833) 21,660,999

Ⅲ．営業損益 1,552,284 488,869 △270,253 △209,250 △177,037 △16,437 3,552 1,371,727

Ⅳ．資産、減価償却費及

び資本的支出

資産 7,993,560 9,314,295 1,213,058 405,279 － 638,966 9,594,414 29,159,574

減価償却費 30,299 124,485 27,275 1,925 18,575 71,008 6,133 279,703

減損損失 － 10,426 － 8,324 － 171,838 － 190,588

資本的支出 52,535 530,757 36,931 － － 2,164 1,524 623,912

　（注）１．事業区分の方法

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。

２．各区分の主な事業内容

投資事業　　………プライベート・エクイティ投資、上場企業への投資、プレＩＰＯ投資

産業資材事業………合成樹脂建材、防水工法の開発・販売、特殊フィルム・照明機材等の販売、建築用床材

の製造・販売

ファッション事業…ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売

海洋事業　　………漁網資材・陸上資材の販売、船舶用機器の修理

食品事業　　………本格焼酎の製造販売、スクラッチ・ベーカリー事業

その他の事業………保険代理店業、不動産賃貸業、Ｗｅｂインテグレーション事業

３．消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、9,961,118千円であり、

その主なものは親会社での余資運用資金（現金）及び管理部門に係る資産等であります。

４．食品事業につきましては、㈱ＭＴベーカリーズ（旧商号㈱モンタボー）が平成17年４月１日に会社分割を実

施後、平成17年９月28日に当社が保有する全株式を売却し、一方、事業規模の大きい新設会社である㈱モン

タボーは、当社が投資目的で一時的に保有していたため子会社に該当いたしません。また、常楽酒造㈱は平

成18年３月16日に当社が保有する全株式を売却いたしました。この結果、食品事業の売上高及び営業費用は

前連結会計年度に比べ、大幅に減少し、資産及び資本的支出については記載がなくなりました。
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当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

投資事業
（千円）

産業資材事業
（千円）

ファッション事
業

（千円）

海洋事業
（千円）

その他の事業
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
7,782,143 13,164,162 2,589,587 417,822 387,102 － 24,340,818

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高

－ 563 13 － － (577) －

計 7,782,143 13,164,726 2,589,601 417,822 387,102 (577) 24,340,818

Ⅱ．営業費用 10,065,885 12,819,502 2,731,704 461,306 385,287 (43,752) 26,419,933

Ⅲ．営業損益 △2,283,741 345,224 △142,103 △43,484 1,815 43,174 △2,079,114

Ⅳ．資産、減価償却費及

び資本的支出

資産 10,897,854 10,927,564 1,017,071 88,923 115,528 2,754,029 25,800,971

減価償却費 25,649 163,933 23,876 847 45,760 4,452 264,520

減損損失 － － － 10,757 － － 10,757

資本的支出 4,966 182,517 59,305 473 4,110 － 251,373

　（注）１．事業区分の方法

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。

２．各区分の主な事業内容

投資事業　　………プライベート・エクイティ投資、上場企業への投資、プレＩＰＯ投資

産業資材事業………合成樹脂建材、防水工法の開発・販売、特殊フィルム・照明機材等の販売、建築用床材

の製造・販売

ファッション事業…ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売

海洋事業　　………漁網資材・陸上資材の販売、船舶用機器の修理

その他の事業………保険代理店業、不動産賃貸業、Ｗｅｂインテグレーション事業

３．消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,436,423千円であり、

その主なものは親会社での余資運用資金（現金）及び管理部門に係る資産等であります。

４．海洋事業につきましては、不採算部門の縮小、経費の見直しに取り組んでまいりました。その結果、前連結

会計年度に比べ、売上高、営業費用及び資産が大幅に減少しております。

５．食品事業につきましては、㈱ＭＴベーカリーズ（旧商号㈱モンタボー）が平成17年４月１日に会社分割を実

施後、平成18年９月28日に当社が保有する全株式を売却し、一方、事業規模の大きい新設会社である㈱モン

タボーは、当社が投資目的で一時的に保有していたため子会社に該当いたしません。この結果、当連結会計

年度より食品事業のセグメントはなくなりました。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超あるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超あるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日） 

シンガポール 計

Ⅰ．海外売上高（千円）

（注）
3,763,806 3,763,806

Ⅱ．連結売上高（千円） 23,032,726

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.3 16.3

（注）海外売上高の中には、保有株式の評価益1,599,941千円が含まれております。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日） 

シンガポール アメリカ その他  計

Ⅰ．海外売上高（千円）

（注）
3,606,104 1,478,880 589 5,085,574

Ⅱ．連結売上高（千円）   24,340,818

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.8 6.1 0.0 20.9

（注）海外売上高の中には、保有株式の評価損1,255,318千円が含まれております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　役員及び個人主要株主等

区分 会社等の名称 住所 事業の内容又は職業

議決権等の所

有（被所有）

割合

関係内容

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）役員の兼任

等
事実上の関係

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を所有している

会社

エルエムアイ㈱

注２

東京都港区 コンサルティング業
(被所有)直接

1.12%
１人

インベストメントバ

ンキング業務のアド

バイス

金銭の貸付

利息の受取

500,000

6,336

短期貸付金

－

500,000

－

(財)社会スポーツ

センター
東京都多摩市 スポーツの普及振興 － １人 当社広告の掲載 広告料の支払 25,000 － －

役員 河田　潤 － 当社取締役
(被所有)直接

－
－ －

ストックオプ

ションの付与

120,000千円

500,000株
－

120,000千円

500,000株

役員 田中　克司 － 当社取締役
(被所有)直接

－
－ －

ストックオプ

ションの付与

38,400千円

160,000株
－

38,400千円

160,000株

（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

２．当社代表取締役CEO竹井博康が直接議決権の100％を保有しております。

　取引条件及び取引条件の決定方針等 

３．資金の貸借取引については、有価証券の譲渡担保予約契約を締結し、返済期間６ヶ月未満の短期取引で、利息は市場金利を勘案して利

率を合理的に決定しております。

４．広告料の取引については、一般取引と同様に決定しております。

５．上記のストックオプションは、平成16年６月29日開催の定時株主総会において、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、

付与されたものであります。

なお、「取引金額」は、ストックオプション付与による割当株数に権利行使に際しての払込金額を乗じた金額を記載しております。

「期末残高」は、当連結会計年度末におけるストックオプションの株数に権利行使に際しての払込金額を乗じた金額を記載しておりま

す。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　役員及び個人主要株主等

区分 会社等の名称 住所 事業の内容又は職業

議決権等の所

有（被所有）

割合

関係内容

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）役員の兼任

等
事実上の関係

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を所有している

会社

エルエムアイ㈱

注２、３

東京都港区 コンサルティング業
(被所有)直接

1.25%
１人

インベストメントバ

ンキング業務のアド

バイス

金銭の貸付

利息の受取

100,000

14,355

短期貸付金

－

600,000

－

(財)社会スポーツ

センター

注４

東京都多摩市 スポーツの普及振興 － １人 当社広告の掲載 広告料の支払 11,000 － －

役員
竹井　博康

注５
神奈川県藤沢市 当社代表取締役

(被所有)直接

4.22%
－ － 債務保証 25,000千円 － －

（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

２．当社代表取締役竹井博康が直接議決権の100％を保有しております。

３．資金の貸借取引については、有価証券の譲渡担保予約契約を締結し、返済期間１年内の短期取引で、利息は市場金利を勘案して利率を

合理的に決定しております。

４．広告料の取引については、一般取引と同様に決定しております。

５．当社は従業員貸付金に対し、当社代表取締役竹井博康より債務保証を受けております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額     66円34銭

１株当たり当期純利益金額   ９円91銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
  ８円98銭

１株当たり純資産額       45円２銭

１株当たり当期純損失金額     17円50銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） － 9,854,862

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ 530,975

（うち少数株主持分） (－) (530,975) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 9,323,886

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株）
－ 207,086,912

（注）２．１株当たり当期純利益（損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（△損失）（千円） 2,202,381 △3,624,383

普通株主に帰属しない金額（千円） 249,700 －

（うち利益処分による役員賞与金） (249,700) (－) 

普通株式に係る当期純利益（△損失）

（千円）
1,952,681 △3,624,383

期中平均株式数（株） 196,980,829 207,092,449

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 20,387,623 －

（うち新株予約権付社債） (18,548,472) (－) 

（うち新株予約権） (1,839,151) (－) 
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　平成16年９月13日取締役会決議に

よる第３回新株予約権（新株予約権

の数390個）

普通株式390,000株

　平成16年８月25日取締役会決議に

よる第１回新株予約権（新株予約権

の数5,580個）

普通株式5,580,000株

　平成16年９月７日取締役会決議に

よる第２回新株予約権（新株予約権

の数1,050個）

普通株式1,050,000株

　平成16年９月13日取締役会決議に

よる第３回新株予約権（新株予約権

の数340個）

普通株式340,000株

　平成17年６月７日取締役会決議に

よる第４回新株予約権（新株予約権

の数1,740個）

普通株式1,740,000株

　2008年満期ユーロ円貨建転換社債

型新株予約権付社債（券面総額

5,000,000千円）

普通株式20,833,333株

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、デリバティブ取引、退職給付に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表
(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 9,328,347 2,594,481 △6,733,866

２．売掛金 1,255,273 148,551 △1,106,721

３．営業投資有価証券 3,925,634 3,665,126 △260,508

４．前払費用 43,709 48,797 5,087

５．株主短期貸付金 500,000 600,000 100,000

６．関係会社短期貸付金 360,940 766,400 405,460

７．未収入金 8,137 8,959 821

８．立替金 2,375 － △2,375

９．その他 3,868 33,417 29,549

10．貸倒引当金 － △96,000 △96,000

流動資産合計 15,428,286 77.3 7,769,733 52.3 △7,658,553

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産

(１)建物 135,712 137,709

減価償却累計額 48,193 87,518 64,650 73,058 △14,459

(２)構築物 198 198

減価償却累計額 111 86 116 81 △4

(３)機械及び装置 2,060 2,060

減価償却累計額 2,013 46 2,013 46 －

(４)工具器具備品 81,533 83,427

減価償却累計額 31,469 50,064 43,042 40,385 △9,678

(５)土地 34,331 32,414 △1,916

有形固定資産合計 172,047 0.9 145,986 1.0 △26,060
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産

(１)借地権 4,851 4,851 －

(２)ソフトウェア 3,878 2,703 △1,175

(３)電話加入権 1,647 1,647 －

無形固定資産合計 10,377 0.0 9,202 0.1 △1,175

３．投資その他の資産

(１)投資有価証券 30,012 30,000 △12

(２)営業投資有価証券 2,086,217 4,565,550 2,479,333

(３)関係会社株式 2,202,871 1,384,617 △818,254

(４)その他の関係会社
有価証券

－ 992,699 992,699

(５)出資金 135 135 △0

(６)関係会社長期貸付金 － 6,600 6,600

(７)破産更生債権等 35,397 34,645 △752

(８)差入保証金 68,277 71,035 2,758

(９)長期前払費用 2,224 983 △1,241

(10)投資損失引当金 △100,026 △165,126 △65,100

(11)貸倒引当金 △35,397 △34,645 752

投資その他の資産合計 4,289,711 21.5 6,886,494 46.4 2,596,782

固定資産合計 4,472,136 22.4 7,041,683 47.5 2,569,546

Ⅲ　繰延資産

　　１.新株発行費 38,947 19,473 △19,473

　　２.社債発行費 13,326 6,663 △6,663

繰延資産合計 52,274 0.3 26,137 0.2 △26,137

資産合計 19,952,697 100.0 14,837,554 100.0 △5,115,143
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 211,432 160,618 △50,814

２．未払金 214,797 57,256 △157,541

３．未払費用 2,358 7,465 5,106

４．未払法人税等 28,648 18,780 △9,867

５．前受金 267 － △267

６．預り金 9,792 19,711 9,918

７．その他 － 12,453 12,453

８．賞与引当金 12,500 － △12,500

流動負債合計 479,796 2.4 276,285 1.8 △203,510

Ⅱ　固定負債

１．新株予約権付社債 5,000,000 5,000,000 －

２．繰延税金負債 29,132 41,776 12,643

３．退職給付引当金 14,311 26,936 12,625

４．預り保証金 511 485 △25

固定負債合計 5,043,955 25.3 5,069,198 34.2 25,243

負債合計 5,523,752 27.7 5,345,484 36.0 △178,267

（資本の部）

Ⅰ　資本金 7,964,055 39.9 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 3,509,227 －

２．その他資本剰余金

(１)資本金減少差益 3,069 －

(２)資本準備金減少差益 1,000,000 －

(３)自己株式処分差益 6,507 －

資本剰余金合計 4,518,805 22.7 － － －

Ⅲ　利益剰余金

(１)利益準備金 35,500 －

(２)当期未処分利益 1,889,358 －

利益剰余金合計 1,924,858 9.6 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

42,446 0.2 － － －

Ⅴ　自己株式 △21,220 △0.1 － － －

資本合計 14,428,945 72.3 － － －

負債資本合計 19,952,697 100.0 － － －
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － －  7,964,055 53.7 －

２．資本剰余金        

(１)資本準備金 －   2,509,227    

(２)その他資本剰余金 －   1,589,824    

資本剰余金合計  － －  4,099,052 27.6 －

３．利益剰余金        

(１)利益準備金 －   35,500    

(２)その他利益剰余金        

繰越利益剰余金 －   △2,650,378    

利益剰余金合計  － －  △2,614,878 △17.6 －

４．自己株式  － －  △17,029 △0.1 －

株主資本合計  － －  9,431,200 63.6 －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 － －  60,868 0.4 －

評価・換算差額等合計  － －  60,868 0.4 －

純資産合計  － －  9,492,069 64.0 －

負債純資産合計  － －  14,837,554 100.0 －
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(2) 損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．投資収益 7,930,096 7,775,189

２．商品売上高 546,954 －

３．製品半製品売上高 20,476 －

４．投資事業組合管理収入 － 41,666

５．その他の営業収入 2,294 8,499,821 100.0 736 7,817,593 100.0 △682,228

Ⅱ　売上原価

(１) 投資原価 5,036,555 8,753,462

(２) 商品売上原価

１．商品期首棚卸高 21,897 －

２．当期商品仕入高 436,699 －

３．他勘定より振替高 92,574 －

合計 551,172 －

４．他勘定振替高 4,073 －

５．会社分割に伴う
減少高

84,983 －

計 462,115 －

(３) 製品半製品売上原価

１．製品半製品期首
棚卸高

67,231 －

２．当期製品半製品
製造原価

19,925 －

３．他勘定より振替高 2,940 －

合計 90,096 －

４．他勘定振替高 67,324 －

５．会社分割に伴う
減少高

2,610 －

計 20,161 －

売上原価合計 5,518,832 64.9 8,753,462 112.0 3,234,630

売上総利益(△損失) 2,980,989 35.1 △935,869 △12.0 △3,916,858

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,586,074 18.7 1,308,347 16.7 △277,726

営業利益(△損失) 1,394,915 16.4 △2,244,216 △28.7 △3,639,131
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 19,743 36,333

２．有価証券利息 － 13,750

３．受取配当金 23,554 26,247

４．為替差益 62,003 36,291

５．その他 9,121 114,423 1.3 4,987 117,609 1.5 3,186

Ⅴ　営業外費用

１．新株発行費償却 19,473 19,473

２．社債発行費償却 6,663 6,663

３．その他 1,796 27,933 0.3 3,412 29,549 0.4 1,615

経常利益(△損失) 1,481,404 17.4 △2,156,156 △27.6 △3,637,560

Ⅵ　特別利益

１．過年度受取社債利息 11,102 26,444

２．過年度償却債権取立益 － 19,777

３．関係会社株式売却益 844,491   －    

４．その他 － 855,593 10.1 4,720 50,943 0.7 △804,650

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 2,189 －

２．営業投資有価証券
評価損

－ 1,007,619

３．関係会社株式等
評価損

430,665 556,538

４．投資損失引当金
繰入額

－ 65,100

５．減損損失 180,162 －

６．その他 6,829 619,846 7.3 190,167 1,819,425 23.3 1,199,579

税引前当期純利益  
(△損失)

1,717,152 20.2 △3,924,638 △50.2 △5,641,790

法人税、住民税及び事
業税

4,663 0.1 1,210 0.0 △3,453

当期純利益(△損失) 1,712,488 20.1 △3,925,848 △50.2 △5,638,336

前期繰越利益 176,869  －   

当期未処分利益 1,889,358  －   
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費   9,404 48.4  － －

Ⅱ　労務費   7,714 39.7  － －

Ⅲ　経費  2,309 11.9 － －

 当期総製造費用  19,428 100.0 － －

 仕掛品期首棚卸高  496 －

 　合計  19,925 －

 当期製品製造原価  19,925 －

　当社の原価計算の方法は実際原価による総合原価計算であります。

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。

(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
平成18年３月期

区分
注記
番号

金額（千円）

（当期未処分利益の処分）    

Ⅰ　当期未処分利益   1,889,358

Ⅱ　利益処分額    

１．利益配当金  414,188  

２．役員賞与金
（うち、監査役賞与金）

 
199,700
(7,700)

613,888
 

Ⅲ　次期繰越利益   1,275,469

（その他資本剰余金の処分）    

Ⅰ　その他資本剰余金   1,009,577

Ⅱ　その他資本剰余金処分額    

１．利益配当金   414,188

Ⅲ　その他資本剰余金次期繰越
額

  595,388
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

（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

利益準備
金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高 7,964,055 3,509,227 1,009,577 4,518,805 35,500 1,889,358 1,924,858 △21,220 14,386,498

事業年度中の変動額

資本準備金からその他資本
剰余金への振替

 △1,000,000 1,000,000 －     －

剰余金の配当 (注）   △414,188 △414,188  △414,188 △414,188  △828,376

役員賞与 (注）      △199,700 △199,700  △199,700

当期純損失      △3,925,848 △3,925,848  △3,925,848

自己株式の取得        △8,881 △8,881

自己株式の処分   △5,563 △5,563    13,072 7,508

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計 － △1,000,000 580,247 △419,752 － △4,539,736 △4,539,736 4,191 △4,955,297

平成19年３月31日　残高 7,964,055 2,509,227 1,589,824 4,099,052 35,500 △2,650,378 △2,614,878 △17,029 9,431,200

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高 42,446 42,446 14,428,945

事業年度中の変動額

資本準備金からその他資本
剰余金への振替

  －

剰余金の配当 (注）   △828,376

役員賞与 (注)   △199,700

当期純損失   △3,925,848

自己株式の取得   △8,881

自己株式の処分   7,508

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

18,422 18,422 18,422

事業年度中の変動額合計 18,422 18,422 △4,936,875

平成19年３月31日　残高 60,868 60,868 9,492,069

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

区分
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合等は、その事業年

度の財務諸表または事業年度の中間会計

期間に係る中間財務諸表に基づいて、組

合等の純資産額を当社の出資持分割合に

応じて計上しております

（注）当事業年度より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会実務対応報告第20号　平成18年９月８日）を適用した結果、当事業年度中に設立されたＯａｋキャピタ

ル１号投資事業有限責任組合が連結子会社に該当するため、その出資金については、その他の関係会社有価証券に

計上しております。
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