
 

 

平成 22 年 3月 31 日 

各 位 

上場会社名 
代表者 
(コード番号 
問合せ先責任者 
(TEL 

田崎真珠株式会社 
取締役・代表執行役社長 田島 寿一 
7968) 

取締役・専務執行役 飯田 隆也 
078-302-3321)  

 
親会社等の決算に関するお知らせ 

 

 当社の親会社等であります Ocean0309 B.V.(非上場)の平成 21年 12 月期の決算につきまして、お知らせい

たします。 
 
 

1. 親会社等の名称等  
(1) 親会社等の名称 Ocean0309 B.V. 

(2) 所 在 地 Jan van Goyenkade 8,1075 HP Amsterdam,The Netherlands 

(3) 代 表 者 Intertrust (Netherlands) B.V. Michael Kim   

(4) 主な事業の内容 投資 

(5) 資 本 金 18,000 ユーロ 

(6) 当社との関係 ① 資本関係 同社は、当社発行済株式の 48.07％を直接所有しております。 

② 人的関係 同社代表者の Michael Kim は平成 20 年 10 月より、当社社外取締役を

兼務しております。 

③ 取引関係 なし 

 
2. 親会社株式の所有者別状況 

平成 21 年 12月 31 日現在 

株式の状況 

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 

単元未満

株式の状

況(株) 

株主数(人) － － － － 1 － － 1 － 

所有株式数

(株) 
－ － － － 180 － － 180 － 

所有株式数

の割合(％) 
－ － － － 100.00 － － 100.00 － 

 

3. 親会社株式の大株主等の状況 
平成 21 年 12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(%) 

MBKP Cooperatie U.A 
Jan van Goyenkade 8,1075 HP 

Amsterdam,The Netherlands 
180 100.00 

計  180 100.00 

 
 



4. 役員等の状況 
平成 21 年 12月 31 日現在 

役職名 氏名及び生年月日 略歴 任期 
保有株式の
種類及び数 

ディレク

ター 

 Intertrust 

(Netherlands) B.V. 

法人役員 

平成 20 年 3月 Watermunt Spare Parts B.V.(現  Ocean0309 

B.V.)ディレクター(現在に至る) 

 

注 0 株 

平成 17 年 3月 MBK パートナーズ共同設立(現在に至る) 

平成 18 年 6月 HK Mutual Savings Bank 社外取締役(現在に至

る) 

平成 19 年 5月 China Network Systems Co.,Ltd 社外取締役(現

在に至る) 

平成 19 年 9月 弥生株式会社 社外取締役(現在に至る) 

平成 19年 11月 C&M 社外取締役(現在に至る) 

平成 20 年 7月 Watermunt Spare Parts B.V.(現  Ocean0309 

B.V.)ディレクター(現在に至る) 

ディレク

ター 

Michael Kim 

(キム・マイケル) 

(昭和 38年 10月 8日) 

平成 20年 10月 

平成 21 年 6月 

田崎真珠株式会社 社外取締役(現在に至る) 

株式会社ＵＳＪ社外取締役(現在に至る) 

注 0 株 

(注) ディレクターにつき、任期の定めはありません。 
 
5. 当該親会社等の財務諸表（貸借対照表及び損益計算書） 

(1) 貸借対照表 
(単位：千ユーロ) 

当会計年度末 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

（資産の部）  

流動資産 378 

固定資産 59,987 

資産合計 60,366 

（負債の部）  

流動負債 3 

固定負債 ― 

負債合計 3 

（純資産の部）  

株主資本  

 資本金 18 

 剰余金 60,745 

 未処分利益 △304 

株主資本合計 60,362 

純資産合計 60,362 

負債純資産合計 60,366 

 

(2) 損益計算書 
(単位：千ユーロ) 

当会計年度 

（自平成 21 年 1月 1日 至平成 21 年 12 月 31 日） 

収益 48 

費用 353 

当期純損失(△) △304 

以上 


