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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成22年８月３日付で、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成22年８月３日付で、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 
 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 824 △52.6 △240 ― △260 ― △152 ―

22年3月期第2四半期 1,741 △8.5 616 ― 631 ― 245 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 △6.95 ―

22年3月期第2四半期 1.16 ―

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

23年3月期第2四半期 3,865 2,394 61.5 107.71
22年3月期 3,936 2,511 63.4 11.56

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,376百万円 22年3月期  2,493百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 15,750 449.9 1,310 136.7 1,300 124.2 1,300 1,191.1 59.09



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成22年８月３日付で、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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、当社グループが主に展開す
る投資事業は、その事業特性上、株式市場等の変動による影響が大きく、投資回収の時期の予測が困難であるため、第２四半期連結累計期間の業績予
想の開示は行っておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 22,082,428株 22年3月期  215,824,287株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  19,040株 22年3月期  173,823株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 21,939,432株 22年3月期2Q 212,182,128株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における経済環境は、景気回復の兆しが見え株価も上昇傾向にあった前期から一転し、

国内株式市場の下落基調が続き、厳しい状況で推移いたしました。政府の景気対策等により、一部の業種において改

善傾向がみられたものの、急激に円高が進行するとともに、輸出企業を中心とした企業収益への悪化懸念が広がり、

景気の先行き不安を反映する形で、厳しい状況が続いてまいりました。 

 このような環境の中、当社は、インベストメントバンキング事業において、本年度より開始した、上場企業に対す

る投資を展開いたしました。本投資の目的は低迷する新興市場に上場する企業あるいは中堅上場企業に対するエクイ

ティ・ファイナンスの引受け及び投資先の成長戦略の支援を行うことであります。しかしながら、国内株式市場の中

でも特に新興市場が４月までの上昇傾向をピークに５月のギリシャショック以降、株価が下落傾向を強めたことか

ら、投資判断を慎重に行い新規投資を手控えました。その結果、上場企業向けエクイティ・ファイナンスの引受けに

よる投資の累計引受額は新株予約権の行使予定分を含め34億54百万円となりました。また、株式市場の低迷により投

資回収も限定的なものに留まっております。 

 今後の展開につきましては、厳しい経済環境及び株式市場の中にあっても、当社の投資方針に変更はなく、引き続

き潜在成長力のある、新興市場に上場する企業や中堅上場企業に対しファイナンスの包括提案を行い、成長戦略及び

財務戦略遂行の支援につながる後押しを積極的に行ってまいります。 

 リスクマネジメント事業につきましては、資本提携先の日本興亜損害保険、朝日火災海上保険等と共同して保険代

理店業務の拡大を図るとともに、クライアント企業へのリスク総合サービスへの取り組みを行い損害保険収入が増加

いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高８億24百万円（前年同期比、52.6％減）、営業損失

２億40百万円（前年同期は営業利益６億16百万円）、経常損失２億60百万円（前年同期は経常利益６億31百万円）、

四半期純損失１億52百万円（前年同期は四半期純利益２億45百万円）となりました。 

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べ、70百万円減少し38億65百万円となりまし

た。負債は、前期末に比べ、46百万円増加し14億71百万円となりました。純資産は、新株予約権の行使による新株

の発行により１億円増加したものの四半期純損失１億52百万円の計上及びその他有価証券評価差額金が64百万円減

少したため、前期末に比べ、１億17百万円減少し23億94百万円となり、自己資本比率は61.5％となりました。  

② キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末と比べ、２億７百万円減少し６億32百万円となり

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、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失１億49百万円

の計上及び貸倒引当金の１億16百万円減少により、２億76百万円のキャッシュ・アウトフローとなりました。 

（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、当第２四半期連結累計期間において14百万円のキャッシュ・インフロ

ーとなりました。その主な要因は、貸付金の回収が貸付けによる支出を上回ったためであります。 

（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、当第２四半期連結累計期間において69百万円のキャッシュ・インフロ

ーとなりました。その主な要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入であります。  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 通期連結業績予想につきましては、平成22年５月７日に発表いたしましたものから変更はございませんが、平成22

年８月３日付で株式10株を１株にする株式併合を行っていること及び平成22年10月14日に2011年満期ユーロ円貨建転

換社債型新株予約権付社債を全額繰上償還したことに伴い、１株当たり当期純利益を４円52銭から59円９銭に変更し

ております。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ313千円増加し、税金等調整前四半期

純損失は5,639千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は8,928千円であ

ります。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 642,302 855,349

受取手形及び売掛金 191,226 143,997

有価証券 5,613 －

営業投資有価証券 1,794,803 1,787,203

商品及び製品 177,331 188,862

1年内処分予定の不動産 313,545 313,545

その他 136,592 35,487

貸倒引当金 △4,081 △4,980

流動資産合計 3,257,333 3,319,466

固定資産   

有形固定資産 69,855 71,803

無形固定資産   

のれん 2,769 4,222

その他 4,771 5,228

無形固定資産合計 7,541 9,450

投資その他の資産   

投資有価証券 463,037 463,393

長期貸付金 － 114,600

その他 93,406 93,850

貸倒引当金 △34,964 △150,161

投資その他の資産合計 521,479 521,682

固定資産合計 598,876 602,937

繰延資産 9,545 13,864

資産合計 3,865,755 3,936,267

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,524 31,151

短期借入金 315,500 321,500

1年内返済予定の長期借入金 7,104 27,104

1年内償還予定の新株予約権付社債 880,000 －

引当金 510 1,960

その他 125,302 65,630

流動負債合計 1,370,941 447,346

固定負債   

新株予約権付社債 － 880,000

長期借入金 20,752 24,304

退職給付引当金 59,026 62,165

引当金 7,756 7,756

その他 13,233 3,209

固定負債合計 100,768 977,435

負債合計 1,471,709 1,424,781
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,127,137 3,077,000

資本剰余金 1,626,219 1,576,162

利益剰余金 △2,248,042 △2,095,470

自己株式 △9,659 △9,466

株主資本合計 2,495,654 2,548,224

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △119,303 △54,496

評価・換算差額等合計 △119,303 △54,496

新株予約権 5,215 5,490

少数株主持分 12,478 12,267

純資産合計 2,394,045 2,511,485

負債純資産合計 3,865,755 3,936,267
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(2) 四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,741,098 824,963

売上原価 562,100 580,940

売上総利益 1,178,997 244,023

販売費及び一般管理費 562,877 484,093

営業利益又は営業損失（△） 616,119 △240,069

営業外収益   

受取利息 8,952 3,986

受取配当金 9,424 540

未払配当金戻入益 6,886 －

その他 1,095 519

営業外収益合計 26,358 5,046

営業外費用   

支払利息 7,543 5,198

社債発行費等償却 － 4,702

為替差損 1,965 14,888

その他 1,462 575

営業外費用合計 10,972 25,364

経常利益又は経常損失（△） 631,505 △260,388

特別利益   

前期損益修正益 10 －

貸倒引当金戻入額 21,472 116,096

賞与引当金戻入額 1,852 －

特別利益合計 23,335 116,096

特別損失   

固定資産除却損 10,019 13

営業投資有価証券評価損 17,221 －

関係会社株式売却損 － 36

本社統合費用 10,737 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,326

その他 3,737 －

特別損失合計 41,716 5,376

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

613,124 △149,669

法人税、住民税及び事業税 1,044 1,827

法人税等調整額 △4,471 862

法人税等合計 △3,426 2,690

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △152,359

少数株主利益 370,903 211

四半期純利益又は四半期純損失（△） 245,646 △152,571
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(第２四半期連結会計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,457,812 246,862

売上原価 421,868 145,728

売上総利益 1,035,944 101,133

販売費及び一般管理費 285,399 247,365

営業利益又は営業損失（△） 750,544 △146,231

営業外収益   

受取利息 4,504 2,056

受取配当金 3,578 540

未払配当金戻入益 6,886 －

その他 549 271

営業外収益合計 15,518 2,868

営業外費用   

支払利息 3,566 2,581

社債発行費等償却 － 2,351

為替差損 1,341 5,840

その他 1,301 277

営業外費用合計 6,209 11,050

経常利益又は経常損失（△） 759,853 △154,414

特別利益   

前期損益修正益 10 －

貸倒引当金戻入額 15,177 651

賞与引当金戻入額 6,607 －

特別利益合計 21,795 651

特別損失   

固定資産除却損 － 13

関係会社株式売却損 － 36

本社統合費用 2,748 －

特別損失合計 2,748 50

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

778,900 △153,812

法人税、住民税及び事業税 528 1,229

法人税等調整額 △1,538 661

法人税等合計 △1,009 1,891

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △155,703

少数株主利益 374,557 812

四半期純利益又は四半期純損失（△） 405,351 △156,516
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

613,124 △149,669

減価償却費 8,152 5,984

のれん償却額 1,642 1,452

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,472 △116,096

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,790 △1,450

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,771 △3,139

受取利息及び受取配当金 △18,376 △4,526

支払利息 7,543 5,198

有形固定資産除却損 10,019 13

関係会社株式売却損益（△は益） － 36

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,326

売上債権の増減額（△は増加） △1,039,565 △37,369

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,959 11,531

仕入債務の増減額（△は減少） 3,201 11,372

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 357,775 △72,050

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,946 △1,567

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,116 △3,475

その他の資産の増減額（△は増加） △5,607 2,540

その他の負債の増減額（△は減少） 31,586 59,470

その他 7,582 19,949

小計 1,066 △266,467

利息及び配当金の受取額 17,224 3,849

利息の支払額 △7,586 △5,207

法人税等の支払額 △2,838 △8,293

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,865 △276,118

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,332 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △36

貸付けによる支出 － △30,000

貸付金の回収による収入 18,400 44,200

差入保証金の差入による支出 △3,006 －

差入保証金の回収による収入 23,762 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,822 14,163
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △59,165 △6,000

長期借入れによる収入 32,000 －

長期借入金の返済による支出 △30,000 △23,552

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 99,468

新株予約権の発行による支出 △2,031 －

自己株式の取得による支出 △162 △323

自己株式の売却による収入 92 49

少数株主からの払込みによる収入 4,350 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,916 69,643

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,152 △15,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,381 △207,433

現金及び現金同等物の期首残高 295,417 840,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 278,036 632,916
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該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

   

（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 

インベストメントバンキング事業…プライベート・エクイティ投資、上場株式投資、プレＩＰＯ投資 

産業資材事業…………………………特殊フィルム・照明機材等の販売 

アドバイザリー事業…………………Ｍ＆Ａアドバイザリー、財務アドバイザリー、事業コンサルティング 

その他の事業…………………………ブランド事業、リスクマネジメント事業他 

３．事業区分の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間  

 従来、「その他の事業」に含めて表示していた「アドバイザリー事業」につきましては、全セグメントの売上

高に占める同事業の割合が高まったため、第１四半期連結会計期間より、「その他の事業」から分離し、独立し

たセグメントとして表示することといたしました。 

 この結果、従来の方法と比較して当第２四半期連結累計期間の売上高は、「アドバイザリー事業」が60,600千

円増加し、「その他の事業」が同額減少しております。また、営業損益は、「アドバイザリー事業」が24,159千

円増加し、「その他の事業」が同額減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

  
前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

  
インベストメント 
バンキング事業 

（千円） 

産業資材事業
（千円） 

アドバイザリー
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 
 1,242,316  178,438  12,800  24,257  －  1,457,812

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  53  －  －  △53  －

計  1,242,316  178,492  12,800  24,257  △53  1,457,812

Ⅱ．営業損益  757,424  △11,108  7,442  △4,024  810  750,544

  
前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

  
インベストメント
バンキング事業 

（千円） 

産業資材事業
（千円） 

アドバイザリー
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 
 1,283,231  347,981  60,600  49,285  －  1,741,098

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  53  －  －  △53  －

計  1,283,231  348,035  60,600  49,285  △53  1,741,098

Ⅱ．営業損益  630,674  △28,955  24,159  △10,881  1,123  616,119
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〔所在地別セグメント情報〕  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、「インベストメントバンキング事業」を中心として、主に会社別に事業を区分し、事業活動を

展開しております。 

したがって、当社グループは、会社を基礎としてサービス別に事業を区分しセグメントを構成しており、「イン

ベストメントバンキング事業」（当社）、「産業資材事業」（日本コーバン㈱）、「アドバイザリー事業」（当

社）、リスクマネジメント事業（ビーエスエル・インシュアランス㈱）の４つを報告セグメントとしております。

なお、各事業内容は以下のとおりであります。 

インベストメントバンキング事業……プライベート・エクイティ投資、上場株式投資、プレＩＰＯ投資 

産業資材事業……………………………特殊フィルム・照明機材等の販売 

アドバイザリー事業……………………Ｍ＆Ａアドバイザリー、財務アドバイザリー、事業コンサルティング 

リスクマネジメント事業………………保険代理店業  

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

  

（単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

インベスト

メントバン

キング事業

産業資材 
事業 

アドバイザ

リー事業 

リスクマネ

ジメント 
事業  

計

売上高                 

外部顧客への売上高  370,195  343,513  47,099  63,854  824,663  300  824,963  －  824,963

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  863  －  －  863  －  863  △863  －

計  370,195  344,376  47,099  63,854  825,526  300  825,826  △863  824,963

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △252,389  6,069  5,301  1,083  △239,935  △755  △240,691  621  △240,069
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 当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 当社は、従来、「インベストメントバンキング事業」、「産業資材事業」及び「アドバイザリー事業」の３つを

報告セグメントとしておりましたが、「その他」に含まれる事業セグメントのうち、「リスクマネジメント事業」

について、同事業セグメントの売上高が全事業セグメントの売上高の合計額の10％以上となったことから、当第２

四半期連結会計期間より、「リスクマネジメント事業」を新たな報告セグメントとしております。  

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。  

  

該当事項はありません。  

  

（重要な後発事象） 

 当社は、平成22年９月16日開催の取締役会において、平成21年10月５日に発行いたしましたＯａｋキャピタル株

式会社2011年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債を繰上償還することについて決議いたしました。 

１．繰上償還する社債の銘柄、繰上償還額 

 (1) Ｏａｋキャピタル株式会社2011年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債 

 (2) 繰上償還前残存額面総額 880,000千円 

 (3) 繰上償還総額      880,000千円 

 (4) 繰上償還後残存額面総額    －千円 

２．繰上償還の方法及び償還の時期 

 平成22年10月14日に額面金額の100％で全額を一括繰上償還 

３．繰上償還のための資金調達の方法 

 営業投資有価証券（米国サイトライングループ株式）の譲渡代金及び手元資金 

  

（単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

インベスト

メントバン

キング事業

産業資材 
事業 

アドバイザ

リー事業 

リスクマネ

ジメント 
事業  

計

売上高                 

外部顧客への売上高  25,561  180,967  5,300  35,033  246,862  －  246,862  －  246,862

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  745  －  －  745  －  745  △745  －

計  25,561  181,713  5,300  35,033  247,607  －  247,607  △745  246,862

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △136,048  3,355  △17,336  3,992  △146,036  △505  △146,541  310  △146,231

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) その他注記事項
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