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平成27年６月25日 
 

各   位 

会 社 名 日立機材株式会社  
代表者名 代表取締役社長 笠原 伸泰

（コード番号9922 東証第二部） 
問合せ先 執行役員管理本部長 桝岡 晃治

（TEL：(03)3615-5789）

 

非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ 

 
当社の非上場の親会社でありますCKホールディングス株式会社の平成27年３月期決算につきまし

て、下記のとおり、お知らせいたします。 
 
記 

 
１．親会社等の概要 
 

（１）名称   CKホールディングス株式会社 
 
（２）所在地   東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 
 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 山田 和広 
 
（４）事業内容  １．株式保有による事業活動の支配管理 

２．前号に付随関連する一切の事業 
 
（５）資本金   4,715,000千円 

 
２．株式等の状況 
 

（１）発行済株式総数  18万 8600株 
 
（２）所有者別状況 

平成27年３月31日現在 

区分 

株式の状況 
単元未満株

式の状況 
政府及び地

方公共団体

金融

機関 

証券

会社

その他の

法人 

外国法人等 個人 

その他 
計 

個人以外 個人

株主数 

（人） 
‐ ‐ ‐ ‐ １ ‐ １ ２ ‐

所有株式数

（株） 
‐ ‐ ‐ ‐ 188,000 ‐ 600 188,600 ‐

所有株式数の

割合（％） 
‐ ‐ ‐ ‐ 99.68 ‐ 0.32 100.00 ‐

 
（３）大株主の状況 

平成27年３月31日現在 

氏名または名称 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（％） 

CJP CK Holdings, L.P. Intertrust Corporate Services (Cayman) 188,000 99.68
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Limited,190 Elgin Avenue, George Town, 

Grand Cayman KY1-9005,Cayman Islands 

笠原 伸泰 埼玉県熊谷市 600 0.32

計 － 188,600 100.00

（注）「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」については、小数点以下第３位を四捨五入してお
ります。 

 
３．役員の状況 

平成27年３月31日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 
所有株式

数 
(千株)

代表取締役 － 山田 和広 
昭和38年 
３月28日 

昭和60年４月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井
住友銀行) 入行 

－ 

平成13年２月 カーライル・ジャパン・エルエルシ
ー 入社 ディレクター就任 

平成15年11月 株式会社キトー 取締役就任(現任)
平成17年１月 カーライル・ジャパン・エルエルシ

ー マネージング・ディレクター就
任(現任) 

平成20年６月 AvanStrate 株式会社 取締役就任
(現任) 

平成24年１月 カーライル・ジャパン・エルエルシ
ー 日本共同代表就任(現任) 

平成26年１月 シンプレクス株式会社 取締役就任
(現任) 

平成27年１月 CKホールディングス株式会社代表取
締役就任(現任) 

取締役 ─ 
トーマス・マイルホー

ファー 
昭和47年 
５月14日 

平成７年６月 アーサー・アンダーセン・エルエル
ピー マネージャー 

─ 

平成12年４月 カーライル・グループ・エンプロイ
ー・シーオー・エルエルシー ファ
ンド・コントローラー 

平成18年１月 カーライル・グループ・エンプロイ
ー・シーオー・エルエルシー コー
ポレート・ディベロップメント 

平成21年１月 カーライル・グループ・エンプロイ
ー・シーオー・エルエルシー プリ
ンシパル 

平成23年１月 カーライル・グループ・エンプロイ
ー・シーオー・エルエルシー マネ
ージング・ディレクター コーポレ
ート・エクイティ部門チーフ・フィ
ナンシャル・オフィサー(現任) 

平成27年１月 CKホールディングス株式会社取締役
就任(現任) 

取締役 ─ ノーマ・クンツ 
昭和51年 
11月５日 

平成10年９月 アーサー・アンダーセン・エルエル
ピー オーディットシニア 

─ 

平成14年７月 アリード・キャピタル・コーポレー
ション シニア・ヴァイス・プレジ
デント 

平成20年９月 アリード・キャピタル・コーポレー
ション エグゼクティブ・ヴァイ
ス・プレジデント、チーフ・バリュ
エーション・オフィサー 

平成23年５月 カーライル・グループ・エンプロイ
ー・シーオー・エルエルシー プリ
ンシパル 

平成26年１月 カーライル・グループ・エンプロイ
ー・シーオー・エルエルシー マネ
ージング・ディレクター(現任) 

平成27年１月 CKホールディングス株式会社取締役
就任(現任) 

計 ─ 

 
４．親会社等の財務諸表 
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（１）貸借対照表（平成27年３月31日現在） 

（単位：千円） 

資産の部 負債の部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

  

流動資産 692,915 流動負債 683,292

現金及び預金 692,915 未払金 480,512

 未払法人税等 279

 一年以内長期借入金 202,500

  

  

 固定負債 19,997,500

 長期借入金 19,997,500

  

固定資産 28,612,340  

投資その他の資産 28,612,340  

関係会社株式 28,612,340 負債合計 20,680,792

 純資産の部 

 株主資本 

 資本金 4,715,000

 資本剰余金 

 資本準備金 4,715,000

  

  利益剰余金 

 繰越利益剰余金 △805,536

  

 純資産合計 8,624,463

資 産 合 計 29,305,256 負債・純資産合計 29,305,256

（記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てております。） 

 
 
（２）損益計算書（平成27年１月７日から平成27年３月31日まで） 

（単位：千円） 

科  目 金  額 

 

売上高 －

売上原価 －

売上総利益 －

販売費及び一般管理費 740,045

営業損失 △740,045

 

営業外収益 －

営業外費用 

株式交付費 32,929
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消費税損 28,397

支払利息 3,961 65,288

経常損失 △805,334

 

税引前当期純損失 △805,334

法人税、住民税及び事業税 201

当期純損失 △805,536

  

（記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てております。） 

 
（３）株主資本等変動計算書（平成27年１月７日から平成27年３月31日まで） 

  （単位：千円） 

（記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てております。） 

 

以上 

  

株主資本 

純資産 

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 資本準備金 

その他 

利益剰余金 

繰越利益  

剰余金 

当期首残高 － － － － －

当期変動額   

 新株発行 4,715,000 4,715,000 9,430,000 9,430,000

当期純損失   △805,536 △805,536 △805,536

当期変動額合計 4,715,000 4,715,000 △805,536 8,624,463 8,624,463

当期末残高 4,715,000 4,715,000 △805,536 8,624,463 8,624,463


