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平成 19 年８月期 個別中間財務諸表の概要 平成 19 年 4 月 10 日

上場会社名 株式会社エムケーキャピタルマネージメント 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 2478 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.mkcm.biz/ ）

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 加藤 一郎太
問合せ先責任者 役職名 取締役兼執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ部門ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 氏名 大高 清 TEL (03) 5772－5820
決算取締役会開催日 平成 19 年 4 月 10 日 配当支払開始日 平成 ―年―月 ―日
単元株制度採用の有無 無

１．平成 19 年２月中間期の業績（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日）
(1) 経営成績 （百万円未満切捨）

売 上 高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年２月中間期 7,471 414.9 2,571 140.7 2,458 138.3
18 年２月中間期 1,451 ― 1,068 ― 1,031 ―
18 年８月期 2,485 77.2 1,660 120.0 1,581 113.3

中間（当期）純利益
1 株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19 年２月中間期 1,451 143.2 27,875 52
18 年２月中間期 596 ― 15,075 16
18 年８月期 922 116.1 21,598 01

（注） ①期中平均株式数 19 年２月中間期 52,074 株 18 年２月中間期 39,600 株 18 年８月期 42,726 株
②会計処理の方法の変更 無
③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率
④平成 18 年２月中間期の増減率については、平成 17 年２月中間期の中間財務諸表を作成していないため、記載を省
略しております。

(2) 財政状態

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
19 年２月中間期 15,384 7,496 48.7 137,239 16
18 年２月中間期 3,124 1,259 40.3 31,807 41
18 年８月期 8,463 3,981 47.0 85,439 75

（注）①期末発行済株式数 19 年２月中間期 54,580 株 18 年２月中間期 39,600 株 18 年８月期 46,600 株
②期末自己株式数 19 年２月中間期 ―株 18 年２月中間期 ―株 18 年８月期 ―株

２．平成 19 年８月期の業績予想（平成 18 年９月１日～平成 19 年８月 31 日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
通 期 8,688 2,602 1,543

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 28,279 円 04 銭
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３．配当状況
・現金配当 1 株当たり配当金（円）

第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間
18 年 8 月期 - - - - - -
19 年 8 月期(実績) - - - - - -
19 年 8 月期（予想） - - - 1,500 - 1,500

（注） 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、今後
様々な要因により予想数値と異なることがあります。
※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確

実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要
因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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５. 個別中間財務諸表

(１) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成18年2月28日)

当中間会計期間末
(平成19年2月28日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成18年 8月31日)

区分 注記
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％)
(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 1,671,096 5,585,936 2,698,104

２ 売掛金 129,850 185,227 92,141

３ 営業貸付金 ― 1,199,519 313,895

４ 販売用不動産 ※1 510,595 7,781,102 4,371,816

５ 短期貸付金 413,000 ― ―
６ 物件取得等仮払

金 1,720 ― ―

７ その他 154,467 371,383 633,313

貸倒引当金 △3,597 △9,196 △4,022

流動資産合計 2,877,132 92.1 15,113,973 98.2 8,105,249 95.8

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※2

(1) 建物 4,478 18,693 20,507

(2) 車両運搬具 1,660 5,726 1,345

(3) 器具備品 4,666 16,274 18,394
有形固定資産合
計 10,805 0.3 40,694 0.3 40,246 0.5

２ 無形固定資産 16,546 0.5 36,097 0.2 25,939 0.3
３ 投資その他の資

産
(1) その他の関係会

社有価証券 142,097 ― 53,390

(2) 関係会社長期貸
付金 ― ― 110,000

(3) その他 78,307 193,832 129,467

貸倒引当金 ― ― △660
投資その他の資
産合計 220,404 7.1 193,832 1.3 292,197 3.4

固定資産合計 247,756 7.9 270,624 1.8 358,383 4.2

資産合計 3,124,889 100.0 15,384,597 100.0 8,463,633 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年2月28日)

当中間会計期間末
(平成19年2月28日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成18年 8月31日)

区分 注記
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 ― 3,689 2,085

２ 短期借入金 ※1 780,000 300,000 400,000

３ 一年以内返済予
定の長期借入金 ※1 242,996 148,178 2,708,676

４ 未払法人税等 488,911 1,143,367 497,624

５ 預り金 152,739 428,726 385,472

６ 賞与引当金 92,841 147,498 ―

７ その他 ※3 105,649 206,486 172,282

流動負債合計 1,863,137 59.6 2,377,947 15.5 4,166,140 49.2

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※1 ― 1,970,000 ―

２ 長期借入金 ※1 2,178 3,540,000 316,000

固定負債合計 2,178 0.1 5,510,000 35.8 316,000 3.8

負債合計 1,865,315 59.7 7,887,947 51.3 4,482,140 53.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 48,000 1.5 ― ― ― ―

Ⅱ 利益剰余金

１ 中間未処分利益 1,211,573 ― ―

利益剰余金合計 1,211,573 38.8 ― ― ― ―

資本合計 1,259,573 40.3 ― ― ― ―

負債資本合計 3,124,889 100.0 ― ― ― ―

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 ― ― 2,088,200 13.6 1,059,500 12.5

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 ― 2,412,950 1,384,250

資本剰余金合計 ― ― 2,412,950 15.7 1,384,250 16.3

３ 利益剰余金
(1) その他利益剰余
金

繰越利益剰余金 ― 2,989,009 1,537,394

利益剰余金合計 ― ― 2,989,009 19.4 1,537,394 18.2

株主資本合計 ― ― 7,490,159 48.7 3,981,144 47.0

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評
価差額金 ― ― 353 347

評価・換算差額等
合計 ― ― 353 0.0 347 0.0

Ⅲ 新株予約権 ― ― 6,136 0.0 ― ―

純資産合計 ― ― 7,496,650 48.7 3,981,492 47.0

負債純資産合計 ― ― 15,384,597 100.0 8,463,633 100.0
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(２) 中間損益計算書

前中間会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

区分 注記
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％)

Ⅰ 売上高 1,451,096 100.0 7,471,413 100.0 2,485,519 100.0

Ⅱ 売上原価 85,725 5.9 4,273,244 57.2 139,591 5.6

売上総利益 1,365,370 94.1 3,198,169 42.8 2,345,927 94.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 296,856 20.5 626,197 8.4 685,229 27.6

営業利益 1,068,513 73.6 2,571,972 34.4 1,660,698 66.8

Ⅳ 営業外収益 ※1 3,998 0.3 4,799 0.1 15,301 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 40,944 2.8 118,459 1.6 94,262 3.8

経常利益 1,031,567 71.1 2,458,311 32.9 1,581,738 63.6

Ⅵ 特別損失 ※3 ― ― ― ― 17,939 0.7

税引前中間（当
期）純利益 1,031,567 71.1 2,458,311 32.9 1,563,798 62.9

法人税、住民税及
び事業税 488,912 1,125,492 651,363

法人税等調整額 △54,321 434,591 30.0 △118,796 1,006,696 13.5 △10,362 641,001 25.8

中間(当期)純利
益 596,976 41.1 1,451,615 19.4 922,797 37.1

前期繰越利益 614,597 ― ―

中間未処分利益 1,211,573 ― ―
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(３) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年2月28日）

株 主 資 本

資本剰余金 利益剰余金

その他

利益剰余金資本金
資本準備金

繰越利益

剰余金

株主資本合計

平成18年8月31日残高(千円) 1,059,500 1,384,250 1,537,394 3,981,144

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1,028,700 1,028,700 2,057,400

中間純利益 1,451,615 1,451,615

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額(純額)
―

中間会計期間中の変動額合計(千円) 1,028,700 1,028,700 1,451,615 3,509,015

平成19年2月28日残高(千円) 2,088,200 2,412,950 2,989,009 7,490,159

評価・換算差額

等

その他有価証

券評価差額金

新株予約権 純資産合計

平成18年8月31日残高(千円) 347 ― 3,981,492

中間会計期間中の変動額

新株の発行 2,057,400

中間純利益 1,451,615

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額(純額)
5 6,136 6,142

中間会計期間中の変動額合計(千円) 5 6,136 3,515,157

平成19年2月28日残高(千円) 353 6,136 7,496,650
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前事業年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日）

株 主 資 本

資本剰余金 利益剰余金

その他

利益剰余金資本金
資本準備金

繰越利益

剰余金

株主資本合計

平成17年8月31日残高(千円) 48,000 ― 614,597 662,597

事業年度中の変動額

新株の発行 1,011,500 1,384,250 2,395,750

当期純利益 922,797 922,797

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額(純額)
―

事業年度中の変動額合計(千円) 1,011,500 1,384,250 922,797 3,318,547

平成18年8月31日残高(千円) 1,059,500 1,384,250 1,537,394 3,981,144

評価・換算差額

等

その他有価証券

評価差額金

純資産合計

平成17年8月31日残高(千円) ― 662,597

事業年度中の変動額

新株の発行 2,395,750

当期純利益 922,797

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額(純額)
347 347

事業年度中の変動額合計(千円) 347 3,318,894

平成18年8月31日残高(千円) 347 3,981,492
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

前中間会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(１)有価証券

① その他有価証券

イ.時価のあるもの

―

ロ.匿名組合出資金の会計処理

匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「その他の

関係会社有価証券」として計上してお

ります。

匿名組合への出資時に「その他の関

係会社有価証券」を計上し、匿名組合

が獲得した純損益の持分相当額につい

ては、「売上高」又は「売上原価」に計

上するとともに同額を「その他の関係

会社有価証券」に加減し、営業者から

の出資金の払戻しについては、「その

他の関係会社有価証券」を減額させて

おります。

(２) たな卸資産

①販売用不動産

個別法による原価法によっておりま

す。

１ 資産の評価基準及び評価方法

(１)有価証券

①その他有価証券

イ.時価のあるもの

中間決算期末日の市場価格等に基づく

時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算出）

ロ.匿名組合出資金の会計処理

匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「投資有価

証券」または「その他の関係会社有価

証券」として計上しております。

匿名組合への出資時に「投資有価証

券」または「その他の関係会社有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額については、「売上

高」又は「売上原価」に計上するとと

もに同額を「投資有価証券」または「そ

の他の関係会社有価証券」に加減し、

営業者からの出資金の払戻しについて

は、「投資有価証券」または「その他の

関係会社有価証券」を減額させており

ます。

(２) たな卸資産

①販売用不動産

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(１)有価証券

①その他有価証券

イ.時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算出）

ロ.匿名組合出資金の会計処理

匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「その他の

関係会社有価証券」として計上してお

ります。

匿名組合への出資時に「その他の関

係会社有価証券」を計上し、匿名組合

が獲得した純損益の持分相当額につい

ては、「売上高」又は「売上原価」に計

上するとともに同額を「その他の関係

会社有価証券」に加減し、営業者から

の出資金の払戻しについては、「その

他の関係会社有価証券」を減額させて

おります。

(２) たな卸資産

①販売用不動産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物 ：15年～18年

車両運搬具 ：6年

器具備品 ：5年～15年

(２)無形固定資産

①商標権

定額法によっております。

なお、耐用年数は10年であります。

②ソフトウェア

定額法によっております。

なお、自社利用目的のソフトウェア

については、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

２ 固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物 ：8年～18年

車両運搬具 ：6年

器具備品 ：5年～15年

(２)無形固定資産

①商標権

同左

②ソフトウェア

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

同左

(２) 無形固定資産

①商標権

同左

②ソフトウェア

同左
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前中間会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

３ 引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(２) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。

なお、賞与の支給対象期間と会計期

間は同一であり、中間会計期間におい

ては、会計年度末における賞与支給見

込額のうち、中間期の負担額を計上し

ております。

３ 引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

同左

(２) 賞与引当金

同左

３ 引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

同左

(２) 賞与引当金

―

４ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ その他中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(１) 繰延資産の処理方法

新株発行費

支出時に全額費用処理しております。

(２) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっております。

５ その他中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(１) 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

(２) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっております。

また、控除対象外消費税等について

は、当中間会計期間の負担すべき期間費

用として処理しております

５ その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(１) 繰延資産の処理方法

株式交付費

同左

(２) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）
当中間会計期間より固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係
る会計基準の設定に関する意見書」（企
業会計審議会 平成 14 年 8月 9日））及
び「固定資産の減損に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 平成 15
年 10月 31日 企業会計基準適用指針第
６号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり
ません。

― （固定資産の減損に係る会計基準）
当事業年度より「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る
会計基準の設定に関する意見書」（企業
会計審議会 平成 14 年 8月 9日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 平成 15
年 10月 31日 企業会計基準適用指針第
6号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり
ません。

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準）
当中間会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企
業会計基準委員会 平成 17年 12月 9日
企業会計基準第５号）及び「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」（企業会計基準委員会
平成 17年 12月 9日 企業会計基準適用
指針第 8号）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金
額は 7,490,513 千円であります。
なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における貸借対照表
の純資産の部については、改正後の中間
財務諸表等規則により作成しておりま
す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準）
当事業年度より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 平成 17年 12月 9日 企
業会計基準第５号）及び「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」（企業会計基準委員会 平
成 17年 12月 9日 企業会計基準適用指
針第 8号）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金
額は 3,981,492 千円であります。
なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資
産の部については、改正後の財務諸表等
規則により作成しております。

― （ストック・オプション等に関する会
計基準等）

当中間会計期間から「ストック・オ
プション等に関する会計基準」(企業
会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27
日 企業会計基準第 8号)及び「スト
ック・オプション等に関する会計基準
の適用指針」(企業会計基準委員会
最終改正平成 18年 5月 31日 企業会
計基準適用指針第11号)を適用してお
ります。

これにより、営業利益、経常利益及
び税引前中間純利益が6,136千円減少
しております。

―
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表示方法の変更

前中間会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

― （中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末において区分掲記

しておりました「その他の関係会社有価

証券」につきましては、資産の総額の100

分の5以下であるため、当中間会計期間

より投資その他の資産の「その他」に一

括して表示することと致しました。

なお、当中間会計期間末の「その他の

関係会社有価証券」の残高は、13,412千

円であります。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末
(平成18年 2月28日)

当中間会計期間末
(平成19年 2月28日)

前事業年度末
(平成18年 8月31日)

※１ 担保資産及び担保付債務

短期借入金200,000千円及び一年以内返

済予定の長期借入金230,000千円の担保

に供しているものは、次のとおりであり

ます。

販売用不動産 468,080千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

7,360千円

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

４ 保証債務

当社は有限会社エムケービーナスの不

動産購入を目的とした借入金の返済に

ついて連帯保証を行っており、その借

入残高は3,150,000千円であります。

※１ 担保資産及び担保付債務

一年以内返済予定の長期借入金146,000

千円、長期借入金3,540,000千円及び社

債1,970,000千円の担保に供しているも

のは、次のとおりであります。

販売用不動産 7,288,657千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

14,641千円

※３ 消費税等の取扱い

同左

４ ―

※１ 担保資産及び担保付債務

短期借入金200,000千円、一年以内返済

予定の長期借入金2,700,000千円及び長

期借入金316,000千円の担保に供してい

るものは、次のとおりであります。

販売用不動産 4,104,067千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

9,898千円

※３ ―

４ ―

(中間損益計算書関係)
前中間会計期間

（自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
（自 平成18年 9月 1日

至 平成19年 2月28日)

前事業年度
（自 平成17年 9月 1日

至 平成18年 8月31日)
※１ 営業外収益の主な項目

受取利息 3,990千円

※２ 営業外費用の主な項目

支払利息 9,619千円

新株発行費償却 6,878千円

株式公開関連費 24,395千円

※３ ―

４減価償却実施額

有形固定資産の減価償却実施額

1,361千円

無形固定資産の減価償却実施額

452千円

※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 4,247千円

※２ 営業外費用の主な項目

支払利息 35,025千円

融資手数料 20,800千円

社債発行費償却 39,181千円

株式交付費 18,135千円

※３ ―

４ 減価償却実施額

有形固定資産の減価償却実施額

4,743千円

無形固定資産の減価償却実施額

4,130千円

※１ 営業外収益の主な項目

受取利息 15,206千円

※２ 営業外費用の主な項目

支払利息 23,741千円

株式交付費 27,435千円

株式公開関連費 42,054千円

※３ 特別損失の内訳

固定資産売却損 415千円

固定資産除却損 4,378千円

事務所移転費用 13,145千円

４ 減価償却実施額

有形固定資産の減価償却実施額

5,084千円

無形固定資産の減価償却実施額

2,395千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 2月 28 日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

(リース取引関係)

前中間会計期間（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 2月 28 日）

リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。

当中間会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 2月 28 日）

リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。

前事業年度（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日）

リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。

(有価証券関係)

前中間会計期間（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 2月 28 日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 2月 28 日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。



- 14 -

(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年9月 1日
至 平成18年8月31日)

１株当たり純資産額
31,807 円 41 銭

１株当たり純資産額
137,239 円 16 銭

１株当たり純資産額
85,439 円 75 銭

１株当たり中間純利益
15,075円16銭

１株当たり中間純利益
27,875 円 52 銭

１株当たり当期純利益
21,598 円 01 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、新株予約権の残高
はありますが、当社株式は非上場かつ
非登録であったため、期中平均株価が
把握できませんので記載しておりませ
ん。

潜在株式調整後１株当たり中間純利益
23,630 円 10 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
17,166 円 87 銭

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

前中間会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益（千円） 596,976 1,451,615 922,797

普通株式に係る
中間(当期)純利益（千円）

596,976 1,451,615 922,797

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 39,600 52,074 42,726

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純
利益金額

中間(当期)純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数(株) ― 9,355 11,028

（うち新株予約権（株）） ― 9,355 11,028

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間(当期)純利益の算
定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権４種類
（新株予約権 1,538 個）

― ―
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(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自 平成17年 9月１日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

(１) 当社の株式上場及び新株式発行につ

いて
平成 18年 2月 20日及び平成 18年 3月

3日開催の取締役会において、下記のと
おり新株式の発行を決議し、平成 18 年 3
月 22 日に払込が完了いたしました。
この結果、平成 18 年 3月 22 日付で資

本金は 1,059,500 千円、発行済株式総数
は 46,600 株となっております。
募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に
よる募集)

発行する株
式の種類及
び数

：普通株式 7,000 株

発行価格 ：１株につき 370,000 円

一般募集はこの価格にて行いました。

引受価額 ：１株につき 342,250 円
この価額は当社が引受人より 1株当たり
の新株式払込金として受取った金額であ
ります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
発行価額 ：１株につき 289,000 円

(資本組入額 144,500 円)
発行価額の
総額

：2,023,000 千円

払込金額の
総額

：2,395,750 千円

資本組入額
の総額

：1,011,500 千円

払込期日 ：平成 18 年 3月 22 日

配当起算日 ：平成 18 年 3月 1日

資金の使途
アセット・マネージメント事
業等の投融資資金及び借入金
返済の資金に充当し、残額を
運転資金に充当する予定であ
ります。

― (１) 新株予約権の行使

平成16年8月4日開催の臨時株主総会決議
に基づき付与した第1回新株予約権の一部
について、平成18年9月1日時点において、
以下のとおり権利行使が行われておりま
す。
① 行使価格 ： 5,000円
② 増加した株式の種類 ： 普通株式
③ 増加した株式の数 ： 1,980株
④ 増加した資本金 ： 4,950千円
⑤ 増加した資本準備金 ： 4,950千円

(２) 公募新株式発行について
平成18年 10月 11日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり新株式の発行を決議し、
平成 18 年 11 月６日に払込が完了いたしま
した。
この結果、平成 18 年 11 月 6日付で資本

金は 2,088,200 千円、発行済株式総数は
54,580 株となっております。
募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に
よる募集)

発行する株
式の種類及
び数

：普通株式 6,000 株

発行価格 ：１株につき 363,750 円

一般募集はこの価格にて行いました。

引受価額 ：１株につき 341,250 円
この価額は当社が引受人より 1株当たり
の新株式払込金として受取った金額であ
ります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
発行価額 ：１株につき 341,250 円

(資本組入額 170,625 円)
発行価額の
総額

：2,047,500 千円

払込金額の
総額

：2,047,500 千円

資本組入額
の総額

：1,023,750 千円

払込期日 ：平成 18 年 11 月 6日

配当起算日 ：平成 18 年 9月 1日

資金の使途
アセット・インキュベーショ
ン事業等の投融資資金に充当
予定であります。
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前中間会計期間
(自 平成17年 9月１日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

― ― (３) 新株予約権の有利発行決議について
当社は、平成 18 年 11 月 22 日開催の定時株主総

会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239
条の規定に基づき、ストックオプションとして、株
主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予
約権を発行することを決議しております。

１．株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株
予約権を発行する理由
当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意

欲や士気を高め、当社業容進展に取り組んでもらう
ため

２．新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

取締役に対して当社普通株式80株、従業員に対
して当社普通株式320株を上限とする。
ただし、下記(2)により、各新株予約権の目的

たる株式の数が調整される場合には、調整後株式
数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調
整されるものとする。

(2) 発行する新株予約権の総数
取締役に対して 80 個、従業員に対して 320 個

を上限とする。各新株予約権の目的たる株式の
数は 1株とする。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割

又は株式併合を行う場合には、各新株予約権の
目的たる株式の数は、次の算式により調整され
るものとする。

調整後株式数
＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併する場合、会社分割を行う
場合、資本減少を行う場合、その他これらの場
合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を
調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理
的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数
は適切に調整されるものとする。

なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切
り捨てる。

(3) 新株予約権の発行価額
無償とする。

(4) 新株予約権行使時に払込みをなすべき金額
新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引

が成立しない日を除く。）における東京証券取引所
における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗
じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただ
し、その価格が新株予約権発行日の終値（取引
が成立しない場合はそれに先立つ直近日の 終

値）を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値
とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、
株式併合を行う場合は、次の算式により払込金
額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数
は切り上げる。

１調整後払込
金額

＝
調整前払込

金額
×

分割・併合の比率
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前中間会計期間
(自 平成17年 9月１日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

― ― また、時価を下回る価額で新株式の発行また
は自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ
り払込金額を調整し、調整により生じる１円未
満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額

新規発行 ×１株当たり
(処分)株式数 払込金額既発行株式数 ＋

１株当たり時価
×

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」
とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保
有する普通株式にかかる自己株式数を控除した
数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
に読み替えるものとする。

さらに、当社が合併する場合、会社分割を行
う場合、資本減少を行う場合、その他これらの
場合に準じて行使価格を調整する必要が生じた
場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価格
は、適正に調整されるものとする。

（5）新株予約権の行使期間
平成20年12月１日から平成22年11月30日まで

とする。
ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に

あたるときはその前営業日を最終日とする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おける増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
増加する資本金の額は払込金額に0.5を乗じ

た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じ
る場合は、その端数を切り上げた額とする。
増加する資本準備金の額は払込金額から増加

する資本金の額を控除した額とする。
(7) 新株予約権の行使の条件

①権利行使時において、当社及び当社と資本関係
のある会社の取締役、監査役、従業員であるこ
とを要する。

②本新株予約権者は、以下の期間毎に、割当て
られた本新株予約権の全部または一部を行使
できるものとする。その計算にあたっては、
１株未満の端数は切り捨てるものとする。
(ｲ)平成20年 12月１日から平成21年 11月 30

日までは、割当てられた本新株予約権の目
的たる株式数の２分の１について行使す
ることができるものとする。

(ﾛ)平成21年12月１日から平成22年11月30日
までは、割当てられた本新株予約権の目的
たる株式数の２分の１について行使する
ことができるものとする。
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前中間会計期間
(自 平成17年 9月１日
至 平成18年 2月28日)

当中間会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 2月28日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

― ― ③本新株予約権者は、新株予約権割当後、権利
行使までに禁固刑以上の刑に処されていない
ことを要する。

④本新株予約権者が死亡した場合は、その者の相
続人がこれを行使できるものとする。

⑤その他の条件については本総会決議および本
取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権
者との間で締結する契約に定めることによ
る。

(8) 当社の取締役への発行に係る報酬等としての
算定方法
当社の取締役への新株予約権の発行は、その

額が確定していない報酬等に該当します。その
報酬等の算定方法については、新株予約権の発
行日において算定した新株予約権１個当たり
の公正価額に、当社の取締役に発行する新株予
約権の総数を乗じて得た額とします。
新株予約権１個当たりの公正価額とは、新株

予約権の発行日の株価及び払込金額等を用い
てブラック・ショールズ・モデルにより算定し
た公正な評価単価に基づくものとする。

(9) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取

締役会の承認を要する。


