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平成 19 年 8 月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結）
平成 19 年 6月 29 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 （コード番号：2478 東証マザーズ）
（ＵＲＬ http://www.mkcm.biz/ ）
問 合 せ 先 代表者役職･氏名 代表取締役 加藤 一郎太

責任者役職･氏名 取締役兼上級執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部門 部門長大高清TEL:03(5772)5820

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無

連結(新規)―社、(除外)１社、持分法（新規）―社、
： 無
(除外)―社

有限会社エムケーサターンは投資家から匿名組合出資を受け入れたことにより、当社の同社に対
する業務執行権がないものと認定され、支配力基準により連結の範囲から除外しております。

④ 会計監査人の関与 ： 有
四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。

⑤ 平成18年8月期第3四半期連結会計期間については四半期連結貸借対照表を作成していないため、
同第 3四半期連結会計期間の連結財政状態及び増減率については記載しておりません。

２．平成 19 年 8月期第 3四半期財務・業績の概況（平成 18 年 9 月 1日～平成 19 年 5月 31 日）
(1) 連結経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨)

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期）
純 利 益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年８月期第 3 四半期 7,790 (238.9) 2,642 (61.7) 2,506 (68.6) 1,489 (74.7)
18 年８月期第 3 四半期 2,298 (―) 1,634 (―) 1,486 (―) 852 (―)
(参考)18 年 8 月期 2,516 (―) 1,675 (―) 1,506 (―) 882 (―)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19 年８月期第 3 四半期 28,142 91 24,017 40
18 年８月期第 3 四半期 20,578 21 17,157 92
(参考)18 年 8 月期 20,650 23 16,413 54

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率でありますが、当社グループ
は平成 18 年 8 月期第 1 四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成 18 年 8 月期については記
載しておりません。

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]
当第 3四半期（平成 18 年 9 月１日～平成 19 年 5月 31 日）におけるわが国の経済は、企業収益の改善を通

じて、雇用が拡大し、さらには個人消費に波及していることから、景気回復基調にあるといえます。また、
今後の原油価格の動向やアメリカ経済の減速懸念及び各国の株式市場の下落リスクといった懸念材料はある
ものの、本邦においては引き続き、設備投資及び個人消費の増加に支えられた景気回復が見込まれます。
このような環境の中で、不動産業界においては、首都圏等で優良な不動産の価格が上昇しているなか、本

邦金利が利上げ局面に入っていることから、一部では不動産価格への影響が懸念されております。しかしな
がら、企業業績の回復に伴いオフィスの賃料相場が上昇しており、また海外投資家が引続き積極的に日本の
不動産に投資していることから、当面不動産取引は堅調に推移するものと判断されます。
このような情勢のもと、当社は、コーポレート・ブランディングの一つである「マキシマイズ・ナレッジ」

を駆使することで、「不動産の持つ潜在的な収益力」を最大限に引き出すべく事業活動を進めてまいりました。
アセット・インキュベーション事業においては、総合設計制度による建築確認を取得し、または複雑な権

利関係を整理すること等の手法で不動産の価値を高め、売却することで高い収益を上げることに成功しまし
た。今後についても、当事業を当社の成長の原動力の源として、東京都区部及び名古屋市などで不動産の取
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得を進めるとともに、高収益の実現を目指して今後も活動してまいります。
アセット・マネージメント事業については、預り資産残高は維持しておりますが、インセンティブ・フィ

ー、匿名組合出資投資利益の減少により、売上高は対前年同期比で減少しております。今後は引続き預り資
産残高の積上げに努めるとともに、投資家と運用方針を協議しつつ多額のインセンティブ・フィーが見込め
る預り資産の売却により売上高を増やす方針であります。
また、当第３四半期会計期間より、介護付き有料老人ホーム等の施設を投資対象とするファンド等への投

資を開始しております。ファンドへの投資による利益だけでなく、ファンドへの資産組み入れに関って収益
を獲得することも目標としております。
以上の結果、当第３四半期会計期間の実績は売上高 7,790 百万円(前年同期比 238.9%増)、営業利益 2,642

百万円(前年同期比 61.7%増)、経常利益 2,506 百万円（前年同期比 68.6%増）、第 3 四半期純利益 1,489 百万
円(前年同期比 74.7%増)となりました。
(2) 連結財政状態の変動状況 (百万円未満切捨)

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８月期第 3 四半期 14,838 7,543 50.7 137,942 71
18 年８月期第 3 四半期 ― ― ― ― ―
(参考)18 年 8 月期 8,469 3,987 47.0 85,464 18

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (百万円未満切捨)
営 業 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

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

19 年８月期第 3 四半期 △2,982 △9 4,510 4,540
18 年８月期第 3 四半期 △1,987 △124 6,402 4,127
(参考)18 年 8 月期 △2,749 △133 5,545 3,023

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等]
当第 3 四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前第 3四

半期純利益の計上及び有償一般募集による増資等により、期首残高に比べ 1,516,806 千円増加し、当第 3 四
半期末には 4,540,031 千円となりました。

当第 3 四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー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）
当第 3四半期連結会計期間において営業活動により使用した資金は 2,982,979 千円(前年同期は 1,987,072

千円の使用)となりました。税金等調整前第３四半期純利益を 2,507,859 千円計上しましたが、販売用不動産
が 3,555,648 千円、特別目的会社等に対する営業貸付金が 414,745 千円、及びファンドへの匿名組合出資
491,299 千円がそれぞれ増加しております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第3四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は9,690千円(前年同期は124,761千円の

使用)となりました。これは、本社経理システム等の無形固定資産の取得による支出 14,513 千円等によるも
のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第 3四半期連結会計期間における財務活動により獲得した資金は 4,510,606 千円(前年同期は 6,402,003

千円の獲得)であります。これは、有償一般募集による増資で 2,039,264 千円の収入があったほか、長期借入
金の借入 3,540,000 千円の実行及び社債の発行による収入が 2,340,818 千円ありました。その一方で、既存
の長期借入金の返済 2,878,676 千円及び社債の償還 410,000 千円があったことが主因となっております。

３．平成 19 年 8月期の連結業績予想（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 2,594 1,537
（注）平成 18 年 6 月において新規で連結対象となる連結子会社が当社グループに加わるため、平成 19 年

8 月期における連結業績予想を記載することにいたしました。
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）28,164 円 07 銭
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[業績予想に関する定性的情報等]
不動産業界の今後につきましては、加熱気味の不動産市場を懸念して不動産価格の下落リスクが一部で囁

かれておりますが、当社は「潜在的な収益力」をもつ不動産に積極的に投資を行ない、バリューアップを施
すことで、アセット・インキュベーション事業及びアセット・マネージメント事業において、引き続き高収
益の獲得を目指してまいります。
また、介護付き有料老人ホーム等の施設を投資対象とするファンド等への投資といった新規事業にも積極

的に注力してまいります。
なお、第３四半期までの業績は前述の通り好調に推移しておりますが、現時点では不確定要素もあること

から、通期の業績予想を据え置いております。

（注） 上記の業績予想につきましては、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。
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４. 四半期連結財務諸表

(１) 四半期連結貸借対照表

当第3四半期連結会計期間末
(平成19年5月31日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(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
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 4,540,031 3,023,225

２ 売掛金 111,910 92,141

３ 営業貸付金 728,640 ―

４ 販売用不動産 ※1 8,194,806 4,371,816

５ その他 527,012 736,795

貸倒引当金 △5,229 △2,762

流動資産合計 14,097,171 95.0 8,221,217 97.1

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※2

(1) 建物 17,786 20,507

(2) 車両運搬具 4,218 1,345

(3) 器具備品 14,958 18,394

有形固定資産合計 36,964 0.3 40,246 0.5

２ 無形固定資産 34,190 0.2 25,939 0.3

３ 投資その他の資産 670,490 4.5 182,589 2.1

固定資産合計 741,645 5.0 248,775 2.9

資産合計 14,838,816 100.0 8,469,992 100.0
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当第3四半期連結会計期間末
(平成19年5月31日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 19,724 ―

２ 短期借入金 ※1 300,000 400,000

３ 一年以内返済予定の長
期借入金 ※1 146,000 2,708,676

４ 未払法人税等 830,231 497,670

５ 預り金 190,105 ―

６ 賞与引当金 150,799 ―

７ その他 ※3 148,351 559,942

流動負債合計 1,785,212 12.0 4,166,288 49.2

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※1 1,970,000 ―

２ 長期借入金 ※1 3,540,000 316,000

固定負債合計 5,510,000 37.2 316,000 3.7

負債合計 7,295,212 49.2 4,482,288 52.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 2,088,200 14.1 1,059,500 12.5

２ 資本剰余金 2,412,950 16.2 1,384,250 16.3

３ 利益剰余金 3,027,830 20.4 1,538,533 18.2

株主資本合計 7,528,980 50.7 3,982,283 47.0

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差
額金 △67 347

評価・換算差額等合計 △67 △0.0 347 0.0

Ⅲ 新株予約権 14,691 0.1 ― ―

Ⅳ 少数株主持分 ― ― 5,072 0.1

純資産合計 7,543,604 50.8 3,987,703 47.1

負債純資産合計 14,838,816 100.0 8,469,992 100.0
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（２）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(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 2,298,637 100.0 7,790,690 100.0 2,516,543 100.0

Ⅱ 売上原価 141,977 6.2 4,287,570 55.0 152,161 6.0

売上総利益 2,156,660 93.8 3,503,119 45.0 2,364,382 94.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 522,514 22.7 860,575 11.1 688,910 27.4

営業利益 1,634,145 71.1 2,642,544 33.9 1,675,472 66.6

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 8 2,879 8,233

２ 受取配当金 ― 19 ―

３ 有価証券売却益 ― 249 ―

４ 生命保険解約益 ― 6,070 ―

５ 雑収入 7 16 0.0 428 9,647 0.1 95 8,328 0.3

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 53,959 59,617 82,202

２ 新株発行費償却 27,435 ― ―

３ 株式交付費 ― 18,135 27,435

４ 株式公開関連費 42,054 ― 42,054

５ 社債発行保証料 ― 3,187 ―

６ 社債発行費償却 ― 39,181 ―

７ 融資手数料 23,625 20,800 23,625

８ 雑損失 502 147,576 6.4 4,603 145,525 1.8 1,752 177,069 7.0

経常利益 1,486,584 64.7 2,506,666 32.2 1,506,731 59.9

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 ※2 ― ― ― 1,193 1,193 0.0 ― ― ―

Ⅴ 特別損失

１ 固定資産売却損 ※3 415 ― 415

２ 固定資産除却損 ※4 4,378 ― 4,378

３ 事務所移転費用 12,856 17,651 0.8 ― ― 13,145 17,939 0.7

税金等調整前第３四半
期(当期)純利益 1,468,933 63.9 2,507,859 32.2 1,488,791 59.2

法人税、住民税
及び事業税 672,877 1,141,954 651,416

法人税等調整額 △53,303 619,573 27.0 △119,309 1,022,645 13.1 △41,926 609,489 24.2

少数株主損失 3,000 0.1 4,083 0.0 3,000 0.1

第３四半期(当期)純利
益 852,360 37.0 1,489,297 19.1 882,302 35.1
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成19年5月31日）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 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 1,538,533 3,982,283

当第3四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 1,028,700 1,028,700 2,057,400

第3四半期純利益 1,489,297 1,489,297

株主資本以外の項目の第3四半期連結

会計期間中の変動額(純額)
―

第3四半期連結会計期間中の変動額合計

(千円)
1,028,700 1,028,700 1,489,297 3,546,697

平成19年5月31日残高(千円) 2,088,200 2,412,950 3,027,830 7,528,980

評価・換算差

額等

その他有価証

券評価差額金

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年8月31日残高(千円) 347 ― 5,072 3,987,703

当第3四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 2,057,400

第3四半期純利益 1,489,297

株主資本以外の項目の第3四半期連結

会計期間中の変動額(純額)
△415 14,691 △5,072 9,202

第3四半期連結会計期間中の変動額合計

(千円)
△415 14,691 △5,072 3,555,900

平成19年5月31日残高(千円) △67 14,691 ― 7,543,604
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前連結会計年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 1,011,500 1,384,250 2,395,750

当期純利益 882,302 882,302

連結子会社の除外による増加 41,633 41,633

株主資本以外の項目の当期変動額

(純額)
―

連結会計年度中の変動額合計(千円) 1,011,500 1,384,250 923,935 3,319,685

平成18年8月31日残高(千円) 1,059,500 1,384,250 1,538,533 3,982,283

評価・換算差

額等

その他有価証

券評価差額金

少数株主持分 純資産合計

平成17年8月31日残高(千円) ― ― 662,597

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,395,750

当期純利益 882,302

連結子会社の除外による増加 41,633

株主資本以外の項目の当期変動額

(純額)
347 5,072 5,420

連結会計年度中の変動額合計(千円) 347 5,072 3,325,106

平成18年8月31日残高(千円) 347 5,072 3,987,703
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(４) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結
会計期間

(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期連結
会計期間

(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(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) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前第３四半期(当期)純利益 1,468,933 2,507,859 1,488,791

２ 減価償却費 3,950 13,676 7,430

３ 貸倒引当金の増加額（△は減少額） 1,344 2,467 2,263

４ 賞与引当金の増加額（△は減少額） 138,403 150,799 ―

５ 匿名組合投資損益 208 △1,552 941

６ 受取利息及び受取配当金 △8 △2,898 △8,233

７ 支払利息 53,959 59,617 82,202

８ 株式報酬費用 ― 14,691 ―

９ 融資手数料 ― 20,800 23,625

10 社債発行費償却 ― 39,181 ―

11 株式交付費 ― 18,135 ―

12 固定資産売却損 415 ― ―

13 固定資産売却益 ― △1,193 ―

14 固定資産除却損 4,378 ― 4,378

15 有価証券売却益 ― △249 ―

16 生命保険解約益 ― △6,070 ―

17 売上債権の減少額（△は増加額） △47,653 △19,769 △61,151

18 営業貸付金の減少額（△は増加額） △213,895 △414,745 △313,895

19 たな卸資産の減少額（△は増加額） △3,534,673 △3,555,648 △3,938,057

20 立替金の減少額（△は増加額） 37,795 △2,744 38,997
21 物件取得等仮払金支出の減少額（△は増加

額） △100,626 ― 340,706

22 匿名組合出資の減少額（△は増加額） 92,371 △491,299 92,371

23 仕入債務の増加額（△は減少額） △1,179 17,638 38

24 未払金の増加額（△は減少額） ― △91,268 112,392

25 預り金の増加額（△は減少額） 564,190 △195,366 292,423

26 預り敷金の増加額（△は減少額） △814 53,038 ―

27 その他 51,467 △229,181 △390,496

小計 △1,481,432 △2,114,083 △2,225,271

28 利息及び配当金の受取額 8 2,645 8,233

29 利息の支払額 △55,218 △62,151 △82,202

30 法人税等の支払額 △450,429 △809,390 △450,486

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,987,072 △2,982,979 △2,749,726
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前第３四半期連結
会計期間

(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期連結
会計期間

(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(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) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 有形固定資産の取得による支出 △32,981 △5,190 △38,447

２ 有形固定資産の売却による収入 40 2,266 ―

３ 無形固定資産の取得による支出 △9,493 △14,513 △17,658

４ 信託預金の払戻による収入 ― 15,041 ―

５ 信託預金の預入による支出 ― △18,930 ―

６ 投資有価証券の取得による支出 ― ― △3,650

７ 投資有価証券の売却による収入 ― 845 ―

８ 出資金の払込による支出 △21,500 △4,000 △21,500

９ 生命保険の解約による収入 ― 17,352 ―

10 差入敷金保証金の支出 △60,826 ― △61,044

11 その他 ― △2,560 9,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,761 △9,690 △133,067

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金の純増減 780,000 △100,000 400,000

２ 長期借入れによる収入 3,466,000 3,540,000 3,466,000

３ 長期借入金の返済による支出 △239,747 △2,878,676 △692,996

４ 社債の発行による収入 ― 2,340,818 ―

５ 社債の償還による支出 ― △410,000 ―

６ 株式の発行による収入 2,395,750 2,039,264 2,395,750

７ その他 ― △20,800 △23,625

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,402,003 4,510,606 5,545,129

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 4,290,169 1,517,937 2,662,335

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 429,997 3,023,225 429,997
Ⅵ 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物

の増加額 3,000 ― 5,120

Ⅶ 連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物
の減少額 △595,664 △1,131 △74,227

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 ※1 4,127,502 4,540,031 3,023,225
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(５) 注記事項等
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

前第3四半期連結会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 ―社

連結子会社の名称

該当事項はありません。

平成18年８月期第１四半期において

(有)エムケービーナスを連結子会社と

しましたが、当社の同社に対する連帯

保証義務が、平成18年５月30日付で解

除されたことに伴い、同社は当第３四

半期より支配力基準により連結対象か

ら除かれ、同日をもって当社に連結子

会社は無くなっております。その結果、

当第３四半期連結会計期間末現在にお

いて連結子会社はありません。

よって、四半期連結財務諸表につい

ては、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書のみ

を作成し、四半期連結貸借対照表及び

四半期連結剰余金計算書は作成してお

りません。

なお、(有)エムケービーナスは、引

き続き当社から融資を受けており、そ

の融資額について重要性が認められる

ため関連会社に該当しております。

(2)非連結子会社の主要会社名等

該当事項はありません。

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数１社

連結子会社の名称

(有)エムケーチェリー

なお、平成18年８月期連結会計年度にお

いて(有)エムケーサターンを連結子会社

としましたが、同社が平成18年9月29日付

で名古屋市中区における不動産事業資金

として投資家から匿名組合出資を受け入

れたことにより、当社の同社に対する業務

執行権がないものと認定され、同社は支配

力基準により連結対象から除かれました。

その結果、同日をもって当社の連結子会社

は１社となっております。

(2)主要な非連結子会社名

(有) エムケービーナス

（株）エムケーレオ

（連結の範囲から除いた理由）

(有)エムケービーナス及び（株）エムケ

ーレオは小規模であり、総資産、売上高、

四半期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも

四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため連結の範囲から除いてお

ります。

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数２社

連結子会社の名称

(有)エムケーサターン

(有)エムケーチェリー

(有)エムケーサターン及び(有)エムケ

ーチェリーは、当連結会計年度において、

同社の不動産購入に係る資金それぞれ

210,000千円及び110,000千円について当

社との間に金銭消費貸借契約を締結して

おります。

その結果、両社は財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則に定める子

会社に該当することとなったため、連結子

会社としております。

なお、当連結会計年度において当社が不

動産開発事業資金を融資したことにより、

(有)エムケーローズを当社の連結子会社

としましたが、当連結会計年度中にその全

額が返済されることとなったことから、連

結子会社から除外しております。

(2)主要な非連結子会社名

(有)エムケービーナス

当社は(有)エムケービーナスを、当社が

同社の不動産購入を目的とした借入金

3,150,000千円の返済について連帯保証を

したこと等により、実質的に支配していた

ため子会社としておりましたが、第３四半

期末において、連帯保証が解消されたこと

等により関連会社となりました。しかし、

連結会計年度末において、当社が同社の物

件を取得したことに伴い、同社における金

融機関からの借入債務が全額解消された

ため、当社が実質的に支配することとなっ

たため子会社となっております。

（連結の範囲から除いた理由）

(有)エムケービーナスは小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため連結の範囲から除

いております。

なお、連結決算にあたっては、(有)エムケ

ービーナスが連結子会社であった期間の

損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書
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前第3四半期連結会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社

該当事項はありません。

(2) 持分法適用の非連結子会社

該当事項はありません。

(3) 持分法を適用しない関連会社の名称

(有)エムケーマーキュリー

(有)エムケービーナス

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は、四半期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微である

ため、持分法の適用から除外しておりま

す。

３ 連結子会社の四半期決算日等に関す

る事項

―

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社

同左

(2) 持分法適用の非連結子会社

同左

(3) 持分法を適用しない関連会社の名称

合同会社エムケーユニバース

ミルコ・インベスターズ・ワン合同会

社

(持分法を適用しない理由)

同左

３ 連結子会社の四半期決算日等に関す

る事項

連結子会社(有)エムケーチェリーの決

算日は5月31日であり、第３四半期の決算

日は2月28日としております。四半期連結

財務諸表を作成するに当たっては同日現

在の四半期財務諸表を使用し、四半期連

結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っており

ます。

を連結の対象としております。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社

同左

(2) 持分法適用の非連結子会社

同左

(3) 持分法を適用しない関連会社の名称

(有)エムケーマーキュリー

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に及ぼす影響が軽微であるため、

持分法の適用から除外しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事

項

連結子会社(有)エムケーサターン及び

(有)エムケーチェリーの決算日は5月31

日であります。連結財務諸表を作成する

に当たっては同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っ

ております。
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前第3四半期連結会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

①その他有価証券

時価のあるもの

―

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。

(ロ)たな卸資産

①販売用不動産

個別法による原価法を採用しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

(イ)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

(ロ)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。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

①その他有価証券

時価のあるもの

四半期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

より算定）

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。

(ロ)たな卸資産

①販売用不動産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

(イ)有形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

①商標権

同左

②ソフトウェア

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

①その他有価証券

時価のあるもの

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

定）

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。

(ロ)たな卸資産

①販売用不動産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

(イ)有形固定資産

同左

(ロ)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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前第3四半期連結会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)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。

(ロ)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連結会計

期間は同一であり、第３四半期連結会計

期間においては、連結会計年度末におけ

る賞与支給見込額のうち、第３四半期の

負担額を計上しております。

(4)重要な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。

(5)その他四半期連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

(イ)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。

(ロ)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

税抜処理によっております。

５ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

同左

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(5)その他四半期連結財務諸表作成のため

の重要な事項

(イ)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。

(ロ)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

抜処理によっております。

また、控除対象外消費税等については、

当第３四半期連結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 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

（ロ）賞与引当金

―

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(5)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

(イ)繰延資産の処理方法

株式交付費

同左

(ロ）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

抜処理によっております。

５ 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左
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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の変更
前第3四半期連結会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度
(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）

当第３四半期連結会計期間より、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」(企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日)）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）

当連結会計年度より、「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）

当第3四半期連結会計期間より、「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7,528,913千円でありま

す。なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当第3四半期連結会計期間における純

資産の部については、改正後の中間連結財

務諸表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）

当連結会計年度より、「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3,982,630千円であります。なお、連結財

務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成しておりま

す。

表示方法の変更

前第3四半期連結会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

― （四半期連結損益計算書関係）
前第3四半期連結会計期間まで、営業外

費用で表示しておりました「新株発行費償
却」は、当第3四半期連結会計期間から「繰
延資産の会計処理に関する当面の取扱い」
により「株式交付費」として表示しており
ます。
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注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

当第3四半期連結会計期間末
(平成19年5月31日)

前連結会計年度
(平成18年 8月31日)

※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 7,363,950千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

13,872千円

※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。

※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

(四半期連結損益計算書関係)

前第3四半期連結会計期間
（自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期連結会計期間
（自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度
（自 平成17年 9月 1日

至 平成18年 8月31日)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。

給料手当 136,408千円

賞与引当金繰入額 138,403千円

貸倒引当金繰入額 1,344千円

※２ ―

※３ ―

※４ ―

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費用及び金額は次のとおりであり

ます。

給料手当 205,449千円

広告宣伝費 91,628千円

賞与引当金繰入額 150,799千円

貸倒引当金繰入額 2,467千円

※２ 固定資産売却益の内容は、次の

とおりであります。

車両運搬具 1,193千円

※３ ―

※４ ―

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費用及び金額は次のとおりであり

ます。

給料手当 192,846千円

賞与 129,148千円

貸倒引当金繰入額 2,263千円

※２ ―

※３ 固定資産売却損の内容は、次の

とおりであります。

器具備品 415千円

※４ 固定資産除却損の内容は、次の

とおりであります。

建物 4,378千円
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係)
当第 3四半期連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 5月 31 日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末 増加 減少 当第3四半期連結
会計期間末

発行済株式

普通株式（株） 46,600 7,980 ― 54,580

合計 46,600 7,980 ― 54,580

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 7,980 株は、平成 18 年 9月 30 日付における新株予約権の行使による増加 1,980
株及び平成 18 年 11 月 6 日を払込期日とする有償一般募集による増加 6,000 株であります。

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権の目的となる株式の数

会社名 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

前連結会計
年度末

当第 3 四半期
連結会計期
間増加

当第 3四半期
連結会計期
間減少

当第 3 四半
期連結会計
期間末

当第3四半期
連結会計期
間末残高
(千円)

提出会社

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権

― ― ― ― ― 14,691

合計 ― ― ― ― ― 14,691

３. 配当に関する事項
該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

普通株式（株） 39,600 7,000 ― 46,600

合計 39,600 7,000 ― 46,600

（注）１ 当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式は当連結会計年度期

首株式数を記載しております．

２ 普通株式の発行済株式総数の増加7,000株は、平成18年3月22日を払込期日とする有償一般募集によるもので

あります。

２. 配当に関する事項
該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第３四半期連結会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と四

半期貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金 4,127,502千円
現金及び現金同等物 4,127,502千円

※ １ 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金 4,540,031千円
現金及び現金同等物 4,540,031千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金 3,023,225千円
現金及び現金同等物 3,023,225千円

(リース取引関係)
前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 5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。

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 5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。

前連結会計年度（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)
前第３四半期連結会計期間（平成 18 年 5月 31 日現在）

当第 3四半期連結会計期間については、四半期連結貸借対照表を作成していないため、四半期財務諸表における

注記事項として記載しております。

当第３四半期連結会計期間末（平成 19 年 5月 31 日現在）
１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価
(千円)

四半期連結貸借対照表
日における四半期連結
貸借対照表計上額

(千円)

差額
(千円)

① 株式 3,059 2,946 △113

② 債券 － － －

③ その他 － － －

計 3,059 2,946 △113

２ 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 四半期連結貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券（匿名組合出資金）
投資有価証券（合同会社に対する持分）
その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金）
その他の関係会社有価証券（合同会社に対する持分）
関係会社株式（非上場株式）

131,998
60

414,244
1,500
1,000

計 548,802
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前連結会計年度（平成 18 年 8月 31 日現在）
その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価
(千円)

連結貸借対照表日における
連結貸借対照表計上額

(千円)

差額
(千円)

① 株式 3,650 4,237 586

② 債券 － － －

③ その他 － － －

計 3,650 4,237 586

(デリバティブ取引関係)
前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 5月 31 日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 5月 31 日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)
当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 5月 31 日）
１．当該四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 14,691千円

２．ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成 18 年 11 月 22 日

付与対象者の区分及び数
当社の取締役 1名
当社の従業員 8名

ストック・オプション数 (注)１ 普通株式 400 株

付与日 平成 18 年 12 月 25 日

権利確定条件 (注)２

対象勤務期間
自 平成 18 年 12 月 25 日

至 平成 20 年 11 月 30 日

権利行使期間
自 平成 20 年 12 月 1日

至 平成 22 年 11 月 30 日

権利行使価格（円） 331,328

付与日における公正な評価単価（円） 164,345

(注)１ 株式数に換算して記載しております。
２ 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、新株予約権割当後、権利行使までに禁錮刑以上の刑に処せられていないことを要
する。
③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。
④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。

前連結会計年度（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日）
１ ストック・オプションの内容

平成16年8月

ストック・オプション

平成17年8月

ストック・オプション

平成17年11月

ストック・オプション

平成17年11月

ストック・オプション

付与対象者の区

分及び数
当社の従業員１２名

当社の取締役２名

当社の従業員７名

当社の従業員２名

当社の入社予定者３名

当社の取締役４名

当社の従業員３名

ストック・オプ

ション数(注)１

普通株式

7,350 株(注)３，４

普通株式

3,600 株(注)４

普通株式

960 株

普通株式

228 株

付与日 平成 16 年 8月 27 日 平成 17 年 8月 4日 平成 17 年 11 月 24 日 平成 17 年 11 月 24 日

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２ (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。

対象勤務期間の定めは

ありません。

対象勤務期間の定めは

ありません。

対象勤務期間の定めは

ありません。

権利行使期間
自平成 18 年 9月１日

至平成 21 年 8月 31 日

自平成 19 年 6月１日

至平成 22 年 5月 31 日

自平成 19 年 12 月１日

至平成 21年 11月 30日

自平成 19 年 12 月１日

至平成 20年 11月 30日
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(注)１ 株式数に換算して記載しております。

２ 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、新株予約権割当後、権利行使までに禁錮刑以上の刑に処せられていないことを要する。

③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。

④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。

３ 退職により従業員1名15株分の権利が喪失しております。
４ 平成 17 年 8月 30 日付をもって普通株式 1株を 30 株に分割しております。
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(セグメント情報)
【事業の種類別セグメント情報】

前第 3 四半期連結会計期間(自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 5 月 31 日)
全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるアセット・マネージメント事業の

割合が、いずれも 90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当第 3四半期連結会計期間(自 平成 18 年 9月 1 日 至 平成 19 年 5月 31 日)

アセット・
マネージメ
ント事業
(千円)

アセッ
ト・インキ
ュベーシ
ョン事業
(千円)

その他の
事業

(千円)

計
(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結
(千円)

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高
(1) 外部顧客に対する

売上高
(2) セグメント間の内

部売上高又は振
替高

912,694

―

6,838,102

―

39,893

―

7,790,690

―

―

―

7,790,690

―

計 912,694 6,838,102 39,893 7,790,690 ― 7,790,690

営業費用 286,889 4,353,759 22,466 4,663,115 485,030 5,148,146

営業利益 625,804 2,484,342 17,426 3,127,574 (485,030) 2,642,544

(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
２．各区分の主な事業内容
（1）アセット・マネージメント事業 ：不動産等の投資提案、運用管理
（2）アセット・インキュベーション事業 ：不動産等への投資、開発
（3）その他の事業 ：ファイナンス事業他
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(485,030 千円)の主なものは、当社の

管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度(自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日)

アセット・
マネージメ
ント事業
(千円)

アセッ
ト・インキ
ュベーシ
ョン事業
(千円)

その他の
事業

(千円)

計
(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結
(千円)

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高
(1) 外部顧客に対する

売上高
(2) セグメント間の内

部売上高又は振
替高

2,342,481

―

102,570

―

71,491

―

2,516,543

―

―

―

2,516,543

―

計 2,342,481 102,570 71,491 2,516,543 ― 2,516,543

営業費用 419,112 71,386 41,135 531,634 309,437 841,071

営業利益 1,923,369 31,184 30,355 1,984,909 (309,437) 1,675,472

(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
２．各区分の主な事業内容
（1）アセット・マネージメント事業 ：不動産等の投資提案、運用管理
（2）アセット・インキュベーション事業 ：不動産等への投資、開発
（3）その他の事業 ：ファイナンス事業他
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(309,437 千円)の主なものは、当社の

管理部門に係る費用であります。
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【所在地別セグメント情報】
前第 3四半期連結会計期間(自 平成 17 年 9月 1 日 至 平成 18 年 5月 31 日)

当第 3四半期連結会計期間において、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。

当第 3四半期連結会計期間(自 平成 18 年 9月 1 日 至 平成 19 年 5月 31 日)
当第 3四半期連結会計期間において、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。

前連結会計年度(自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日)
前連結会計年度において、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 3四半期連結会計期間(自 平成 17 年 9月 1 日 至 平成 18 年 5月 31 日)
当第 3四半期連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第 3四半期連結会計期間(自 平成 18 年 9月 1 日 至 平成 19 年 5月 31 日)
当第 3四半期連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日)
前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前第 3四半期連結会計期間
（自 平成 17 年 9月 1日

至 平成 18 年 5月 31 日)

当第 3四半期連結会計期間
（自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 5月 31 日)

前連結会計年度
(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 ―円―銭 １株当たり純資産額 137,942 円 71 銭 １株当たり純資産額 85,464 円 18 銭
１株当たり第 3四半期純利益

20,578 円 21 銭
１株当たり第 3四半期純利益

28,142 円 91 銭
１株当たり当期純利益

20,650 円 23 銭
潜在株式調整後１株当たり第 3四半期純利益

17,157 円 92 銭
潜在株式調整後１株当たり第3四半期純利
益

24,017 円 40 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

16,413 円 54 銭

(注) １株当たり第 3四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第 3四半期(当期)純利益の算定上の基礎
前第 3四半期連結会計期間
(自 平成 17 年 9月 1日
至 平成 18 年 5月 31 日)

当第 3四半期連結会計期間
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 5月 31 日)

前連結会計年度
(自 平成 17 年 9月 1日
至 平成 18 年 8月 31 日)

１株当たり第 3 四半期(当期)純利益金
額

第 3四半期(当期)純利益（千円） 852,360 1,489,297 882,302

普通株式に係る
第 3四半期(当期)純利益（千円）

852,360 1,489,297 882,302

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） 41,420 52,919 42,726

潜在株式調整後１株当たり第 3 四半期
(当期)純利益金額

第 3 四半期(当期)純利益調整額
（千円）

― ― ―

普通株式増加数(株) 8,256 9,090 11,028

（うち新株予約権（株）） 8,256 9,090 11,028

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり第 3 四半期(当期)純
利益の算定に含まれなかった潜在株式
の概要

― ― ―
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(重要な後発事象)

当第 3四半期連結会計期間
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 5月 31 日)

前連結会計年度
(自 平成 17 年 9月 1日
至 平成 18 年 8月 31 日)

（１）重要な連結範囲の変更
① 平成19年6月18日開催の取締役会におい
て、平成19年6月26日付で非連結子会社で
ある株式会社エムケーレオに対し、平成19
年6月27日付で不動産売買契約を締結する
のに伴い、手付金等の必要資金として
220,000千円を融資することが決議されま
した。
上記の結果、株式会社エムケーレオがこ

の契約締結により取得する予定の不動産
につき金額的重要性が認められるため、同
社は同日付にて連結子会社に該当してお
ります。

② 有限会社エムケーチェリーは、名古屋市
中区所在の不動産取得のために投資家か
ら匿名組合出資を受けることで、当社が融
資しておりました資金については平成19
年6月27日付で返済を受けております。

上記の結果、同社を当第4四半期より連
結の範囲から除外しております。
また、当社及び上記投資家は、当社が基

金の全額を拠出している同社の株主であ
る有限責任中間法人リキッドイエローか
ら、同社の株式について各々50％を取得し
ており、そして同社の役員を各々1名ずつ
選定しております。同社の役員は以上2名
で構成されており、業務執行権の所在の観
点から、同社を当社の関連会社としており
ます。
なお、同社が連結対象から除かれること

により連結財務諸表に重要な影響を及ぼ
しておりません。

(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) 重要な連結範囲の変更
平成18年 9月 19日開催の取締役会におい

て、平成 18 年 9月 29 日をもって有限会社エ
ムケーサターンを連結子会社から除外するこ
とが決議されました。
これは、同社が平成 18 年 9月 29 日付で名

古屋市中区における不動産事業資金として投
資家から匿名組合出資を受け入れたことによ
り、当社の同社に対する業務執行権限がない
ものと認定され、支配力基準により連結対象
から除外されるものであります。
なお、同社を連結対象から除外することに

よる損益への影響は軽微であります。
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当第 3四半期連結会計期間
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 5月 31 日)

前連結会計年度
(自 平成 17 年 9月 1日
至 平成 18 年 8月 31 日)

― (３) 公募による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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当第 3四半期連結会計期間
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 5月 31 日)

前連結会計年度
(自 平成 17 年 9月 1日
至 平成 18 年 8月 31 日)

― (４) 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。
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当第 3四半期連結会計期間
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 5月 31 日)

前連結会計年度
(自 平成 17 年 9月 1日
至 平成 18 年 8月 31 日)

― (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。

調整後払込金額 ＝
調整前払込

金額

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。

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。

１
×

分割・併合の比率

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
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当第 3四半期連結会計期間
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 5月 31 日)

前連結会計年度
(自 平成 17 年 9月 1日
至 平成 18 年 8月 31 日)

― (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。

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。
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５． 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当社は、アセット・マネージメント事業及びアセット・インキュベーション事業を主体としており、生産実績を

定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。

(2) 受注実績

当社は、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。

(3) 販売実績

当第 3 四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

アセット・マネージメント事業 912,694

アセット・インキュベーション事業 6,838,102

その他の事業 39,893

合計 7,790,690

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先 当第3四半期会計期間 割合（％）

(有)ティオマン 5,120,000 65.7

(株)ビクトリア 1,453,444 18.7
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平成 19 年 8 月期 第 3四半期財務・業績の概況（個別）
平成 19 年６月 29 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 （コード番号：2478 東証マザーズ）
（ＵＲＬ http://www.mkcm.biz/ ）
問 合 せ 先 代表者役職･氏名 代表取締役 加藤 一郎太

責任者役職･氏名 取締役兼上級執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部門 部門長 大高清 TEL:03(5772)5820

１．四半期財務情報の作成等に係る事項
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無
③ 会計監査人の関与 ： 有

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。

２．平成 19 年 8月期第 3四半期財務・業績の概況（平成 18 年 9 月 1日～平成 19 年 5月 31 日）
(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨)

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期）
純 利 益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年８月期第 3 四半期 7,790 (242.2) 2,646 (63.6) 2,513 (63.4) 1,491 (65.4)
18 年８月期第 3 四半期 2,276 (―) 1,617 (―) 1,537 (―) 901 (―)
(参考)18 年 8 月期 2,485 (77.2) 1,660 (120.0) 1,581 (113.3) 922 (116.1)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19 年８月期第 3 四半期 28,181 86 24,050 64
18 年８月期第 3 四半期 21,767 25 18,149 33
(参考)18 年 8 月期 21,598 01 17,166 87
（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しておりますが、当

社は平成 18 年 8月期第 3四半期より第 3 四半期財務諸表を作成しているため、平成 18 年 8 月
期については記載しておりません。

(2) 財政状態の変動状況 (百万円未満切捨)

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８月期第 3 四半期 14,839 7,544 50.8 137,959 62
18 年８月期第 3 四半期 6,527 3,959 60.7 84,977 64
(参考)18 年 8 月期 8,463 3,981 47.0 85,439 75

３．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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４．配当状況
・現金配当 1株当たり配当金（円）

中間期末 期末 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。
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５. 四半期財務諸表

(１) 四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
(平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間末
(平成19年 5月31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 4,127,502 4,529,204 2,698,104

２ 売掛金 76,182 111,910 92,141

３ 営業貸付金 ― 728,640 313,895

４ 販売用不動産 ※1 732,795 8,194,806 4,371,816

５ 短期貸付金 913,000 ― ―

６ 物件取得等仮払金 102,589 ― ―

７ その他 338,124 539,495 633,313

貸倒引当金 △7,347 △5,889 △4,022

流動資産合計 6,282,846 96.2 14,098,168 95.0 8,105,249 95.8

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※2

(1) 建物 19,603 17,786 20,507

(2) 車両運搬具 1,502 4,218 1,345

(3) 器具備品 16,196 14,958 18,394

有形固定資産合計 37,303 0.6 36,964 0.3 40,246 0.5

２ 無形固定資産 18,781 0.3 34,190 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 54,123 415,744 53,390

(2) 関係会社長期貸付金 ― ― 110,000

(3) その他 134,573 254,745 129,467

貸倒引当金 ― ― △660

投資その他の資産合計 188,697 2.9 670,490 4.5 292,197 3.4

固定資産合計 244,782 3.8 741,645 5.0 358,383 4.2

資産合計 6,527,628 100.0 14,839,813 100.0 8,463,633 100.0
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前第３四半期会計期間末
(平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間末
(平成19年 5月31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 867 19,724 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 11,925 146,000 2,708,676

４ 未払法人税等 517,595 830,231 497,624

５ 預り金 657,239 190,105 385,472

６ 賞与引当金 138,403 150,799 ―

７ その他 ※3 145,639 148,425 172,282

流動負債合計 2,251,670 34.5 1,785,286 12.0 4,166,140 49.2

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※1 ― 1,970,000 ―

２ 長期借入金 ※1 316,000 3,540,000 316,000

固定負債合計 316,000 4.8 5,510,000 37.2 316,000 3.8

負債合計 2,567,670 39.3 7,295,286 49.2 4,482,140 53.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,059,500 16.3 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 1,384,250 ― ― ― ―

資本剰余金合計 1,384,250 21.2 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金

１ 第３四半期未処分利
益 1,516,207 ― ―

利益剰余金合計 1,516,207 23.2 ― ― ― ―

資本合計 3,959,957 60.7 ― ― ― ―

負債資本合計 6,527,628 100.0 ― ― ― ―
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前第３四半期会計期間末
(平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間末
(平成19年 5月31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

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 ― ― 2,088,200 14.1 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 16.3 1,384,250 16.3

３ 利益剰余金
(1)その他の利益剰余金

繰越利益剰余金 ― 3,028,753 1,537,394

利益剰余金合計 ― ― 3,028,753 20.4 1,537,394 18.2

株主資本合計 ― ― 7,529,903 50.8 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 ― ― △67 347

評価・換算差額等合計 ― ― △67 △0.0 347 0.0

Ⅲ 新株予約権 ― ― 14,691 0.0 ― ―

純資産合計 ― ― 7,544,527 50.8 3,981,492 47.0

負債純資産合計 ― ― 14,839,813 100.0 8,463,633 100.0
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(２) 四半期損益計算書

前第３四半期会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31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 2,276,857 100.0 7,790,610 100.0 2,485,519 100.0

Ⅱ 売上原価 133,470 5.9 4,287,570 55.0 139,591 5.6

売上総利益 2,143,387 94.1 3,503,039 45.0 2,345,927 94.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 525,814 23.1 856,726 11.0 685,229 27.6

営業利益 1,617,572 71.0 2,646,313 34.0 1,660,698 66.8

Ⅳ 営業外収益 ※1 6,988 0.3 11,854 0.2 15,301 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 86,744 3.8 144,844 1.9 94,262 3.8

経常利益 1,537,817 67.5 2,513,322 32.3 1,581,738 63.6

Ⅵ 特別利益 ※3 ― ― 1,193 0.0 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※4 17,651 0.7 ― ― 17,939 0.7

税引前第３四半期
（当期）純利益 1,520,166 66.8 2,514,515 32.3 1,563,798 62.9

法人税、住民税及び
事業税 672,877 1,141,952 651,363

法人税等調整額 △54,321 618,555 27.2 △118,796 1,023,156 13.2 △10,362 641,001 25.8

第３四半期(当期)純
利益 901,610 39.6 1,491,359 19.1 922,797 37.1

前期繰越利益 614,597 ― ― ― ―

第３四半期未処分利
益 1,516,207 ― ― ― ―
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(３) 四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自 平成18年9月1日 至 平成19年5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18年8月31日残高(千円) 1,059,500 1,384,250 1,537,394 3,981,144

当第３四半期会計期間中の変動額

(千円)

新株の発行 1,028,700 1,028,700 2,057,400

第３四半期純利益 1,491,359 1,491,359

株主資本以外の項目の第３四半期会計

期間中の変動額(純額)
―

第３四半期会計期間中の変動額合計

(千円)
1,028,700 1,028,700 1,491,359 3,548,759

平成19年5月31日残高(千円) 2,088,200 2,412,950 3,028,753 7,529,903

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

当第３四半期会計期間中の変動額

(千円)

新株の発行 2,057,400

第３四半期純利益 1,491,359

株主資本以外の項目の第３四半期会計

期間中の変動額(純額)
△415 14,691 14,275

第３四半期会計期間中の変動額合計(千

円)
△415 14,691 3,563,034

平成19年5月31日残高(千円) △67 14,691 7,544,527
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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(千円)

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(千円)

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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（４）注記事項等
四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

前第３四半期会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31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 有価証券の評価基準及び評価方法

(１) その他有価証券

①時価のあるもの

―

②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。

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(１) その他有価証券

①時価のあるもの

四半期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）

②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。

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(１)その他有価証券

①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）

②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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産

個別法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産

同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産

同左

３ 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

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。

３ 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

３ 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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前第３四半期会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31日)

前事業年度
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 8月31日)

４ 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、第3四半期会計期間に

おいては、会計年度末における賞与支

給見込額のうち、第3四半期の負担額を

計上しております。

４ 引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

同左

(２) 賞与引当金

同左

４ 引当金の計上基準

(１) 貸倒引当金

同左

(２) 賞与引当金

―

５ 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。

５ リース取引の処理方法

同左

５ リース取引の処理方法

同左

６ その他四半期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、

税抜方式によっております。

６ その他四半期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、当第3四半期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

６ 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、税抜方式によっております。
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
前第３四半期会計期間
(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31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）
当第 3 四半期会計期間より「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）
当第 3 四半期会計期間より「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 7,529,836 千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正に
より、当第 3 四半期会計期間における
四半期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。
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注記事項

(四半期貸借対照表関係)

前第３四半期会計期間末
(平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間末
(平成19年 5月31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、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 467,592千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

7,376千円

※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。

※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 7,363,950千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

13,872千円

※３ 消費税等の取扱い

同左

※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
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(四半期損益計算書関係)
前第３四半期会計期間
（自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間
（自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31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 6,981千円

※２ 営業外費用の主な項目

支払利息 17,203千円

新株発行費償却 27,435千円

株式公開関連費 42,054千円

※３ 特別利益の内訳

―

※４ 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 12,856千円

※５ 減価償却実施額

有形固定資産の減価償却実施額

2,562千円

無形固定資産の減価償却実施額

1,388千円

※１ 営業外収益の内訳

受取利息 5,086千円

生命保険解約益 6,070千円

※２ 営業外費用の主な項目

支払利息 58,936千円

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 特別利益の内訳

固定資産売却益 1,193千円

※４ 特別損失の内訳

―

※５ 減価償却実施額

有形固定資産の減価償却実施額

7,414千円

無形固定資産の減価償却実施額

6,262千円

※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 特別利益の内訳

―

※４ 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

※５ 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

(四半期株主資本等変動計算書関係)
当第３四半期会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 5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。

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)
前第３四半期会計期間（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 5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。
当第３四半期会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 5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。

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。
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(有価証券関係)
前第 3四半期会計期間末（平成 18 年 5月 31 日現在）

時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 貸借対照表計上額
(千円)

その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金） 54,123

当第 3四半期会計期間末（平成 19 年 5月 31 日現在）
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。

前事業年度末（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。

(持分法損益等)
前第 3四半期会計期間（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 5月 31 日）
関連会社は損益等からみて重要性に乏しいため、記載を省略しております。
なお、当第 3四半期会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 5月 31 日）及び前事業年度

（自 平成 17 年 9月 1日 至 平成 18 年 8月 31 日）については、四半期連結財務諸表及び連結財務
諸表を作成しているため、記載をしておりません。
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(１株当たり情報)
前第3四半期会計期間

(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31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
84,977 円 64 銭

１株当たり純資産額
137,959 円 62 銭

１株当たり純資産額
85,439 円 75 銭

１株当たり第 3四半期純利益
21,767円25銭

１株当たり第 3四半期純利益
28,181 円 86 銭

１株当たり当期純利益
21,598 円 01 銭

潜在株式調整後１株当たり第 3四半
期純利益

18,149円33銭

潜在株式調整後１株当たり第 3四半期
純利益

24,050 円 64 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株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎
前第3四半期会計期間

(自 平成17年 9月 1日
至 平成18年 5月31日)

当第3四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31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株当たり第３四半期(当期)純利益金額

第３四半期(当期)純利益（千円） 901,610 1,491,359 922,797

普通株式に係る
第３四半期(当期)純利益（千円）

901,610 1,491,359 922,797

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） 41,420 52,919 42,726

潜在株式調整後１株当たり第３四半期
(当期)純利益金額
第３四半期(当期)純利益調整額

（千円）
― ― ―

普通株式増加数(株) 8,256 9,090 11,028

（うち新株予約権（株）） 8,256 9,090 11,028

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり第３四半期(当期)純利益
の算定に含まれなかった潜在株式の概要

― ― ―
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(重要な後発事象)

前第３四半期会計期間
(自 平成17年 9月１日
至 平成18年 5月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 5月31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)重要な連結範囲の変更

① 当社の基金拠出により設立された

有限責任中間法人リキッドレッド

の出資により、不動産投資ビークル

である有限会社エムケーローズが

平成18年４月26日に設立されてお

ります。

その概要は次のとおりであります。

１. 商号 ：有限会社エムケー

ローズ

２. 本店所在地：東京都千代田区隼

町２番12号

３. 主な事業の内容：不動産業

４. 決算期 ：５月31日

また当社は、平成18年６月14日付

で有限会社エムケーローズに不動

産開発事業資金として、200,000千

円を融資しております。

上記の結果、有限会社エムケー

ローズは同日付にて、財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関す

る規則に定める子会社となってお

ります。

② 当社の基金拠出により設立された

有限責任中間法人リキッドセブン

の出資により、不動産投資ビークル

である有限会社エムケーサターン

が平成17年10月21日に設立されて

おります。

その概要は次のとおりであります。

１. 商号 ：有限会社エムケー

サターン

２. 本店所在地：東京都千代田区隼

町２番12号

３. 主な事業の内容：不動産業

４. 決算期 ：５月31日

また当社は、平成18年６月29日付

で有限会社エムケーサターンに不

動産開発事業資金として、210,000

千円を融資しております。

上記の結果、有限会社エムケーサ

ターンは同日付にて、財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規

則に定める子会社となっておりま

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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③ 当社の基金拠出により設立され

た有限責任中間法人リキッドイエ

ローの出資により、不動産投資ビー

クルである有限会社エムケーチェ

リーが平成18年４月26日に設立さ

れております。

その概要は次のとおりであります。

１. 商号 ：有限会社エムケー

チェリー

２. 本店所在地：東京都千代田区隼

町２番12号

３. 主な事業の内容：不動産業

４. 決算期 ：５月31日

また当社は、平成18年６月29日付

で有限会社エムケーチェリーに不

動産開発事業資金として、110,000

千円を融資しております。

上記の結果、有限会社エムケー

チェリーは同日付にて、財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関

する規則に定める子会社となって

おります。

― (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。
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― ―
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

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。
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― ― (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。

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。


