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平成 22 年２月８日 
各   位 

    会 社 名  Ｏａｋキャピタル株式会社      
     代表者名  代表取締役会長兼CEO 竹井 博康 

（コード番号 3113 東証第二部）            
問合せ先  広報・IR 室長   桐村 康司 

（TEL．０３-５４１２-７７００） 
 

新・中期経営計画（2010～2012 年度）に関するお知らせ 

 
当社はこのたび 2010 年度（平成 23 年 3 月期）からの 3 ヵ年を対象とした新たな中期経営計画を  

策定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 
 
 当社は、【平成 21 年３月期決算短信（2009 年 5 月 8 日付）】で公表のとおり、金融危機以降の株式

市場並びに投資環境の大きな変化に伴い、将来の見通しが困難であるため、2008 年を初年度とする 

中期経営計画を見直し、平成 21 年度（単年度）の事業計画および経営改善策を策定いたしました。   

当計画の着実な実行により、当期の業績は黒字転換する見通しとなりました。これを受け、投資方針

の転換を含む新たな成長戦略に取り組むべく、これまでの投資方針の転換を図るとともに、新たに   
中期経営計画を策定するものです。 
 

記 
 
１．中期経営計画策定の背景 
世界金融危機以降、国内の株式市場に上場する新興企業および中小型企業の多くは、景気の低迷や

円高など、経済環境の大きな変化に伴い、事業構造の見直しを迫られております。こうした企業の多

くは、金融機関からの資金調達の減少、株価の下落に伴い市場からの資金調達も厳しい環境となって

おります。また、IPO 市場においても 2009 年の新規上場件数は 19 社と、3 年前の 10 分の１に減少

する結果となりました。 
このような状況変化に伴い、当社はインベストメントバンキング事業における戦略を新たにし、 

上場会社を主な投資対象とする中期経営計画を立案いたしました。 
現在の株式市場においては、しっかりとした成長シナリオを描き、積極的に企業価値の向上を目指

す企業が求められております。また、そうした企業こそが投資家に支持されるものと考えております。 
また、このような環境下であっても、上場企業には将来に向け新たな成長シナリオを持って事業戦

略を展開できる企業が数多くあり、当社はこうした企業の成長戦略を側面より支援することを通じて、

企業の活力向上と株式市場の活性化に貢献してまいります。 
 
 
２．日本企業の役割 
  世界経済の潮流はアジア地域が中心となり、力強い経済成長を遂げております。アジアが先進国企

業の生産工場としての｢脇役｣的立場から脱却し、｢主役｣へと転換するなかで、新興国企業がさらなる

成長を遂げるための柱として、日本企業がその役割を担うものと当社は考えております。 
 すなわち、日本経済がアジア景気に支えられるのでなく、日本企業が創りあげてきた世界に誇れる
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技術力等の企業ノウハウが大きく活かされ、牽引役となっていくことを期待しております。 
 今や経済規模、市場規模を測るうえで、アジア全体で見るべき時代となりました。 
 かつて日本の株式市場において海外の投資マネーを魅了したものは、日本企業の技術力とグローバ

ルな成長力でありました。現在、海外マネーは成長率の高い新興国に集まっておりますが、新興国の

企業にとって日本企業は今でもリーダー的存在であり、目標であります。 
 今後、先進国の海外マネーや新興国に蓄積されるマネーは日本企業に向けられ、日本の株式市場に

対し、大きな見直しによるリバウンドを起こす力となると見ております。 
 日本企業の果たす役割とアジアの成長が起爆剤となり、日本国内の景気および株式市場全体の再成

長シナリオが実現することを当社は期待しております。 
 
 
３．経営数値目標（個別） 
 当計画最終年度（2013/3 期）： 売上高 375 億円、経常利益 64 億円、当期純利益 60 億円 
 
 
４．インベストメントバンキング事業の新方針 
 当社は下記の 3 分類で投資業務を行なっておりますが、現在の投資環境を判断し、当中期経営計画

では、インベストメントバンキング事業の投資部門の重点を上場企業投資（新興上場企業・中小型上

場企業）におくことといたしました。 
  その理由として、現在の株式市場において多くの上場会社は潜在事業価値と比較して時価総額が割

安に放置されており、投資の好機と判断したことによります。また、新興市場、中小型上場企業は公

募増資・普通社債による資金調達が著しく困難な状況となっております。当社はこうした企業のエク

イティ・ファイナンスを引受けることにより、成長戦略を後押しする役割を担います。 
当社は、インベストメントバンキングを通して、当社のスローガンである｢企業と人の未来に    

向かって 価値創造パートナー｣として、新興上場企業等へのキャピタル投資を行うトップインベ  

スターを目指します。 
 
投資対象と分類 
（１）非上場企業投資： 当社によるハンズ・オン経営によって企業価値を高める 
（２）上場企業投資： 第三者割当の引き受けによって、当社が提供する資金が対象会社の成長 
            と収益向上に活用される 

  （３）I P O 投 資： 株式公開を目指す企業への資本政策の支援 
 
 投資環境要因 
  株式市場  全上場企業数（＊） 3,517 社（2009 年 11 月末） 

 時価総額 100 億円以下 1,916 社（54%） 
 時価総額  50 億円以下 1,373 社（39%） 
 2009 年 ＩＰＯ市場 新規公開 19 社（年間） 

            （＊売買実績データのある銘柄のみ） 
 
   現況と将来予測 

 2009 年～ タイムリーな投資時期と判断 
         市場時価総額の下落 
         ・東証全銘柄 572 兆円（07/2）→ 307 兆円（09/12） 
         ・JASDAQ  15.5 兆円（07/3）→   8.3 兆円（09/12） 
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 2010 年～ 企業業績低迷期の終焉、挑戦のスタート  
         事業構造の見直しによる成長戦略への舵取り 
         グローバル競争の本格化による市場の拡大と時価総額への反映 

 2011 年～  成長シナリオを持つ企業の成長と再開花を予測 
 新たな成長の歩みと時価総額の持続的拡大 

 
 
５．当社の特長と強み 
 当社は東京証券取引所に上場する独立系投資会社として、コンプライアンスを遵守し、金融商品取

引法の改正および証券取引所の新ルールの整備により、資金調達方法がより厳格化され、不適切な割

当先に対する規制や開示規則が強化されるなかで、インベストメントバンキング業務を公正かつ適正

に行っております。また、当社は海外の投資家との提携により、エクイティ・ファイナンスの引受け

ができる幅広いネットワークを持っております。 
 
 
６．計画の概要 
 当計画の事業ごとの概要等は下記のとおりです。 
 
インベストメントバンキング事業 
  アドバイザリー事業を当事業と統合し、投資部門とアドバイザリー部門の2部門制といたします。 
投資部門におきましては、国内上場企業投資に重点を置きます。 
 

 （１）投資部門 
   ① 上場企業投資分野 

  ■小型上場株投資（時価総額 100 億円以下の上場企業が対象） 
  世界的な金融危機の影響から企業価値が毀損した企業に対し、再バリューアップに必要な資

本政策等に関するアドバイザリー・サービスの提供およびファイナンスの引受け 
  ・企業価値再構築を進める企業 
  ・財務強化を必要とする企業 
  ・事業再構築・新規事業進出を計画する企業 

 
  ■中型上場株投資（時価総額 100 億～500 億円の上場会社が対象） 

  企業価値向上を目的とした資金調達により、成長戦略の遂行や収益機会の獲得を図る企業に  
 対し、当社提携先の海外投資家との共同投資およびファイナンスのサポート 
  ・財務強化・財務体質向上を図る企業 
  ・事業成長・新規事業進出を図る企業 

 
  ■上場企業再生投資（中長期投資） 
   市場のグローバル化と国内産業構造の成熟化等による経済環境変化に対応した成長支援 

  ・事業の再構築・再編の支援 
  ・技術・ブランドの再開花の支援 
  ・経済成長率の高い海外（主にアジア諸国）への進出および海外での株式上場の支援 
  ・現地事業家・海外投資家との提携を支援 
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海外進出支援スキーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

投資手法の特徴 
 現在、時価総額の低い上場企業は資金調達が困難な状況となっておりますが、このような状

況を踏まえ、当社は上場企業投資にあたり、エクイティ・ファイナンス（株式・ワラント・CB）
の引受けを行います。発行会社にとってエクイティ（株主資本）による資金調達は、返済期限

を定めない資金調達の方法であり、発行会社の財務体質を強固にし、調達した資金によって将

来の利益拡大に貢献することになります。 
 初年度は、ワラント（新株予約権）の引受けの割合を高く設定しておりますが、２年目以降

は、当社の資金力に合わせ、株式あるいはCB の引受けの割合を高めていく計画です。 
 ワラントの運用方針としては、原則として、行使価格を市場価格が上回った時点で行使を実

施し、リスクアセットの規模およびリスク負担期間の抑制のため、保有期間を短期に限定し売

却いたします。保有目的は純投資であります。 
 
   ②IPO 投資（国内・海外） 

  IPO市場の新規上場件数は減少するものの、厳選された、成長性を有する企業への投資 
 成長するアジアでの株式上場を計画する企業への投資 

 
   ③非上場企業投資 

  従来の投資選定基準で投資を実施いたしますが、対象をより慎重に選別し、限定して行い 
 ます。 

 
 
（２）アドバイザリー部門 
  クライアント企業に対する事業計画、資本政策、M&A 等の成長戦略および IR に関する助言 
 
 
その他の事業 
（１）ブランド投資 
    既に銀食器のクリストフル（フランス）の日本法人であるクリストフルジャパン、高級漆器の 
  山田平安堂に投資。今後、国内外の優良ブランドへの投資実績を拡大 
 
（２）リスクマネジメント事業 
  国内大手４社との共同運営による生損保代理店業およびリスクマネジメントの総合サービス 
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業務推進体制 
 当社は戦略コンサルティングファーム、M&A ハウス、監査法人、法律事務所、IR 支援会社、   

海外投資家との業務提携を行っており、投資先候補あるいはアドバイザリー・サービスのクライア

ントに対して総合的な支援活動ができる体制を作り上げております。 
 また、投資先の選定にあたっては、自社での調査に加え、上記の第三者機関からの情報の提供を

受け、当社の投資委員会で充分に審査を行う体制となっております。 
 なお、提携先の海外投資ファンドは、当社との共同投資案件について、年間 300 億円規模の運用

を行う予定です。 
 
 

 
 
 
投資運用額                                      （単位：百万円） 

 平成 23年３月期 平成 24年３月期 平成 25年３月期 

年度累計運用額 13,000 20,500 30,000

期末投資残高 2,100 3,600 8,600

(ご参考) 当期純利益 1,300 4,500 6,000
前提条件 
・既存の新株予約権（40 億円）が全て計画初年度に行使されることを前提としております 
・初年度累計運用額、期末投資残高につきましては、現在の保有案件と引き合いの状況、 
 収益状況に見合う保有規模、想定保有期間等を勘案し算出しております 
・次年度以降の数値につきましては、株式市況、特に新興マーケットの市況が今後、上昇 
 基調で推移すること、初年度の運用成果により当社の資金規模が拡大することを前提に 
 算出しております。 

 
 
インベストメントバンキング事業における部門別営業収益（売上高）            
                  （単位：百万円） 

 平成 23年３月期 平成 24年３月期 平成 25年３月期 

投資部門 14,300 24,100 36,400

アドバイザリー部門 700 900 1,100

合計 15,000 25,000 37,500
 
 

Oakキャピタル 

IRチーム 

戦略ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

M&Aﾊｳｽ 

企 業 

成長資金 

事業戦略 

IR支援 

事業拡大 
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業務区分 
インベストメントバンキング事業 

 投資部門 上場株式投資 PE 投資(＊) IPO 投資 

 アドバイザリー部門 M&Aアドバイザリー 財務アドバイザリー 事業アドバイザリー 

その他の事業 ブランド リスクマネジメント  

          ＊) プライベートエクイティ（非上場株式）投資 
 
 
７．3 ヵ年の収益計画（個別） 
（１）経営数値目標               （単位：百万円） 

 平成 23年３月期 平成 24年３月期 平成 25年３月期 

売上高 15,000 25,000 37,500

営業利益 1,300 4,500 6,400

経常利益 1,300 4,500 6,400

当期純利益 1,300 4,500 6,000

純資産 8,786 13,614 19,384

有利子負債         ―         ―          ―  

総資産 8,885 13,718 19,493

１株当たり純資産（円） 19.11 29.61 42.16

１株当たり純利益（円） 2.83 9.79 13.05

自己資本比率（%） 98.9% 99.2% 99.4%

自己資本利益率（%） 14.8% 33.1% 31.0%

１株当たり配当金（円） 未定 未定 未定

 
（２）当計画数値の前提条件 
・既存の新株予約権（40 億円）が全て計画初年度に行使されることを前提としております 
・上場株投資に係る回収時の平均収益率を 10%と想定しております 
・株式市況、特に新興マーケットの市況は、今後上向くことを前提としております。 

 
（３）当社の収益計上について 
 ・投資回収による収益は下記のとおり計上されます 
   a. 投資先の売却： 投資収益(売上高)、投資原価(売上原価)にそれぞれ計上 
   b. 関係会社（＊）の売却： 売却による純損益を特別項目（特別利益または特別損失）に計上       

 ・当社がGP として業務執行するファンドの管理報酬は投資事業組合管理収入として売上高に計上 
  ・投資先（安定配当目的の投資先に限る）からの配当金および外部ファンド(当社はLP)からの分配 
    金はその他の営業収益として売上高に計上 
  ・アドバイザリー・フィー（手数料収入）はその他の営業収入として売上高に計上 
 
  ＊）なお、当中期経営計画における投資実行に伴い、議決権の 20％以上の株式を保有する場合で 
   あっても、対象会社につきましては、当社の傘下にいれる目的ではなく、純投資であるため、 
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   連結対象会社となりません。したがいまして、当中期経営計画は、当社個別の収益計画を表し 
   たものであります。 
 
（４）リスク管理 
 ・ワラント引受けの割合を多くすることによりリスクの限定に務める方針です 
 ・保有株式を収益の規模に見合う範囲に抑える目的で、権利行使の規模と株式保有期間を短期間に 
  限定することにより、残高を年間投資累計予定額の 10％～30%の範囲に抑える方針です 
 
 
８．今後の重要課題 
新・中期経営計画の経営数値目標は高いハードルではありますが、今後、外部環境等にも留意しな

がら優良案件への投資業務及びアドバイザリー業務を積極的に行い、目標を達成したいと考えており

ます。 
当計画における投資資産は、当社の将来の成長と収益の源泉となり、当社の業績および企業価値の

向上に寄与するものと考えております。 
その結果として、2001年に当社が投資事業に参入して以来の過去最高を上回る業績の達成と市場か

らの再評価を得ることを目指します。（資料１） 
早期に株主ならびに投資家の皆様のご期待にお応えするため、鋭意邁進するとともに、当社の社名

の由来の精神である、年輪を重ねて大木に育ち、「強靭さ」「活力」「成長力」の象徴とされる     

「Ｏａｋ（オーク）」の名に相応しい存在として、事業を通じた付加価値の提供と、新興市場ならび

に中堅企業に対する投資と成長支援を通じ、社会に貢献することを事業活動の究極の目的といたしま

す。 
 
 
（資料１） 
   過去（2001～2009年度）のデータ 
    最 高 益：   22億円 （2006/3期 連結当期純利益） 
               17億円 （2006/3期 個別当期純利益） 
    最 大 配 当 額：  4円/株 （2006/3期） 
    株 価 最 高 値：   326円 （2004年7月14日） 
    期末株価最高値：   285円 （2005/3期） 
    期末時価総額最大値：   538億円 （2005/3期） 
    通期売買出来高最大値：   16億株 （2005/3期）年間 
    通期売買代金最大値：   3,825億円 （2005/3期）年間 
 
           以 上 


