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令和２年６月 29 日 

各 位 

会 社 名  フリージア・マクロス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 奥山 一寸法師 

 （コード：６３４３、東証第二部） 

問合せ先  会計責任者 浅井 賢司 

   （TEL．03－6635－1833） 

 

非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ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等であるフリージアキャピタル株式会社の令和２年３月期の決算が確

定いたしましたので、以下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         フリージアキャピタル株式会社 

（２）所在地        東京都千代田区神田東松下町 17 番地 

（３）代表者の役職・氏名  代表取締役 佐々木ベジ 

（４）事業内容       有価証券の売買及び保有 

（５）資本金        ０百万円 

 

２．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

（１）株式の所有者別状況 

（令和２年 3月 31 日現在） 

区分 

株式の状況 
単元未満

株式の状

況 

（株） 

政府及

び地方

公共団

体 

金融 

機関 

金融

商品

取引

業者 

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 － 

所有株式数 

（株） 
－ － － － － － 10,000 10,000 － 

所有株式数の割

合（％） 
－ － － － － － 100.00 100.00 － 
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（２）大株主の状況 

（令和２年 3月 31 日現在） 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対

する所有株式数の割合（％） 

佐々木 ベジ 東京都千代田区 10,000 100.00 

計 － 10,000 100.00 

  

（３）役員の状況 

（令和２年 3月 31 日現在） 

役名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（株） 

代表取締役 
佐々木 

ベジ 

昭和 30 年

９月 26 日 

平成９年９月 フリージアグループ会長

(現在) 

10,000 

平成 20 年７月 ㈱ピコイ代表取締役（現在） 

平成 21 年９月 フリージア・マクロス㈱  

取締役会長（現在） 

平成 21 年９月 夢みつけ隊㈱代表取締役

（現在） 

平成 26 年２月 Daito ME Holdings CO.,LTD

董事長（現在） 

平成 26 年 11 月 ㈱セキサク代表取締役 

（現在） 

平成 27 年６月 技研興業㈱取締役会長 

（現在） 

平成 28 年５月 フリージアホールディング

ス㈱代表取締役（現在） 

平成 28 年５月 当社代表取締役（現在） 

平成 29 年９月 ソレキア㈱取締役（現在） 

平成 30 年１月 技研ホールディングス㈱ 

代表取締役（現在） 

平成 31 年２月 ㈱協和コンサルタンツ 

取締役（現在） 

令和２年５月 ㈱ラピーヌ取締役（現在） 

計 10,000
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３．当該親会社の財務諸表 

貸貸貸貸    借借借借    対対対対    照照照照    表表表表        

（令和２年 3月 31 日現在） 

（単位：千円） 

資資資資    産産産産    のののの    部部部部    負負負負    債債債債    のののの    部部部部    

科   目 金  額 科   目 金  額 

流動資産流動資産流動資産流動資産    12,137 流動負債流動負債流動負債流動負債    2,774 

  普通預金 4   未払金 2,616 

    未収入金 12,133   未払費用 88 

固定資産固定資産固定資産固定資産 1,712,635   未払法人税等 70 

    投資その他の資産投資その他の資産投資その他の資産投資その他の資産    1,712,635 固定負債固定負債固定負債固定負債    2,000,203 

  関係会社株式 1,234,803   長期借入金 8,590 

        長期貸付金 477,831   長期債務 1,991,613 

         
 

負負負負    債債債債    合合合合    計計計計    2,002,977 

     純純純純    資資資資    産産産産    のののの    部部部部    

  株主資本株主資本株主資本株主資本    △278,205 

    利益剰余金 △278,205 

      繰越利益剰余金 △278,205 

  純純純純    資資資資    産産産産    合合合合    計計計計    △278,205 

資資資資        産産産産    合合合合    計計計計    1,724,772 負債及び純資産合計負債及び純資産合計負債及び純資産合計負債及び純資産合計    1,724,772 
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損損損損    益益益益    計計計計    算算算算    書書書書    

（自 平成 31 年 4月 1日 至 令和２年 3 月 31 日） 

  
  

(単位：千円) 

科     目 金   額 

売売売売        上上上上        高高高高     － 

売売売売    上上上上    総総総総    利利利利    益益益益     － 

販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費     2,551 

営営営営    業業業業    損損損損    失（△）失（△）失（△）失（△）         △2,551 

営営営営    業業業業    外外外外    収収収収    益益益益      

        受取利息 1,911 
 

                受取配当 456  

                雑収入 69 2,437 

営営営営    業業業業    外外外外    費費費費    用用用用      

                雑損失 216 216 

経経経経    常常常常    損損損損    失（△）失（△）失（△）失（△）     △330 

税引前当期純損失（△）税引前当期純損失（△）税引前当期純損失（△）税引前当期純損失（△）     △330 

法人税、住民税及び事業税法人税、住民税及び事業税法人税、住民税及び事業税法人税、住民税及び事業税     － 

当当当当    期期期期    純純純純    損損損損    失失失失((((△△△△))))     △330 

 

以上 


