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１．平成 20 年 8月期第１四半期の連結業績（平成 19 年 9 月１日 ～ 平成 19 年 11 月 30 日）
(1) 連結経営成績 （％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（当期）純利
益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年 8 月期第１四半期 6,546 (15.1) 2,527 (57.8) 2,505 (66.7) 1,481 (66.0)
19 年 8 月期第１四半期 5,688 (469.4) 1,601 (117.9) 1,502 (106.0) 892 (110.1)

19 年 8 月期 8,647 (243.6) 2,856 (70.5) 2,689 (78.5) 1,578 (78.9)

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

20 年 8 月期第１四半期 26,108 65 23,710 48
19 年 8 月期第１四半期 18,001 57 15,223 56

19 年 8 月期 29,510 37 25,377 89

(2) 連結財政状態

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

20 年 8 月期第１四半期 14,711 9,072 61.5 157,723 85
19 年 8 月期第１四半期 13,578 6,934 51.1 127,022 33

19 年 8 月期 15,259 7,659 50.0 137,562 98

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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

20 年 8 月期第１四半期 4,942 △67 △2,354 6,326
19 年 8 月期第１四半期 △499 △9 3,543 6,056

19 年 8 月期 △3,939 △21 4,754 3,805

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日）
第１

四半期末
中間期末

第３
四半期末

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19 年 8 月期 ― ― ― 1,500 00 1,500 00

20 年 8 月期 ―

20 年 8月期（予想） ― ― 1,500 00
1,500 00

３．平成 20 年 8月期の連結業績予想（平成 19 年 9月１日 ～ 平成 20 年 8月 31 日）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中 間 期 6,871 △8.0 2,430 △5.4 2,364 △3.6 1,382 △4.7 24,242 30
通 期 10,811 25.0 3,264 14.3 3,056 13.6 1,788 13.3 31,263 97

(注) 1 株当たり当期純利益は、新株予約権行使により平成 19 年 9月 30 日に増加した株数 1,830 株を含んで算出
しております。
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４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子
会社の異動）

： 無

(2) 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
(3) 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
(4) 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。

５．個別業績の概要（平成 19 年 9月１日 ～ 平成 19 年 11 月 30 日）
(1) 個別経営成績 （％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（当期）純利
益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年 8 月期第１四半期 6,443 (13.3) 2,333 (45.5) 2,320 (54.1) 1,376 (54.0)
19 年 8 月期第１四半期 5,688 (469.7) 1,603 (111.3) 1,506 (99.3) 893 (99.3)

19 年 8 月期 8,646 (247.9) 2,859 (72.2) 2,696 (70.5) 1,581 (71.4)

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20 年 8 月期第１四半期 24,248 74
19 年 8 月期第１四半期 18,016 64

19 年 8 月期 29,561 24

(2) 個別財政状態

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

20 年 8 月期第１四半期 14,652 8,966 61.0 155,879 34
19 年 8 月期第１四半期 13,576 6,932 51.1 127,015 16

19 年 8 月期 15,259 7,659 50.0 137,559 36

６．平成 20 年 8月期の個別業績予想（平成 19 年 9月１日 ～ 平成 20 年 8月 31 日）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中 間 期 6,238 △16.5 2,053 △20.2 1,992 △19.0 1,165 △19.7 20,431 16
通 期 9,443 9.2 2,449 △14.3 2,253 △16.4 1,318 △16.6 23,053 68
（注） 1株当たり当期純利益は、新株予約権行使により平成 19 年 9月 30 日に増加した株数 1,830 株を含ん

で算出しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。業績予想の前

提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】３．

業績予想に関する定性的情報 をご覧下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期（平成 19 年 9月１日～平成 19 年 11 月 30 日）におけるわが国の経済は、企業の好調な業績が、
企業部門においては設備投資の増加に寄与し、また家計部門においては雇用の増加を通じて個人所得及び個人
消費の増加に波及しており、引続き景気回復基調にあるものと判断されます。
このような環境の中で、不動産業界においては、首都圏の大型ビル等の収益物件に投資資金が流入しており

依然活況を呈しておりますが、サブプライム・ローン問題の影響で一部金融機関の融資姿勢が慎重なものにな
りつつあること、建築基準法の改正により建築確認が厳格化されたこと及び金融商品取引法の施行により一時
的な混乱が生じている等、今後の業界の成長にマイナスとなる要素も現れつつあります。
このような情勢のもと、当社グループは、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

ト事業を主力事業として、当社グループの各従業員がコーポレート・コンセプトでもある「アセット・デザイ
ン・プロデューサー」として「マキシマイズ・ナレッジ」を発揮し、不動産の持つ様々な潜在的なバリューを
引き上げる事で、引続き成長路線を実現できるように注力してまいりました。
アセット・インキュベーション事業においては、当社グループで保有する不動産のうち、東京都大田区及び

名古屋市中区の開発用地について、その地域での特性や経済性に応じた設計を施し、建築確認を取得すること
で、更地の状態の時と比べて高い評価を受け、売却することができました。また、東京都渋谷区の案件につい
て、従前より進めておりましたテナントの移転交渉を完了させ、買主にとって、より使い勝手のよい形態にプ
ロデュースを行なった上で、売却致しました。
この結果、アセット・インキュベーション事業における売上高は 5,058,030 千円（前年同期比 4.8％減）、営

業利益は 1,469,263 千円（前年同期比 4.3％減）となりました。
また、アセット・マネージメント事業については、顧客投資家より受託した東京都渋谷区の不動産の売却に

よりインセンティブ・フィーを計上し、その他の受託不動産についても売却が進んだことでディスポジション・
フィー等を計上した結果、本事業における売上高は 1,411,719 千円（前年同期比 284.6％増）、営業利益は
1,240,290 千円（前年同期比 377.6％増）となりました。なお、受託不動産の売却に伴ない、当第 1四半期連結
会計期間末の受託資産残高は 76,690,321 千円（前年同期比 12.3％増）となっております。
その他の事業においては、主に介護付き有料老人ホーム等の施設を投資対象とする不動産投資ファンドに係

る匿名組合出資利益及び仲介手数料収入等により売上高は 76,971 千円（前年同期比 1,130.2％増）、営業利益
は 64,031 千円（前年同期は 9,362 千円の営業損失）となりました。不動産投資ファンドへの出資につきまして
は、市場の動向に応じながら維持・拡大に努めてまいります。
以上の結果、当第１四半期連結会計期間の実績は売上高 6,546,721 千円(前年同期比 15.1%増)、営業利益

2,527,415 千円(前年同期比 57.8%増)、経常利益 2,505,846 千円（前年同期比 66.7%増）、第 1 四半期純利益
1,481,844 千円(前年同期比 66.0%増)となりました。
なお、当社グループの連結対象子会社は、当第 1 四半期連結会計期間末において、株式会社エムケーアセッ

トマネージメント、株式会社エムケーデザインアンドアーキテクト及び株式会社エムケーレオの３社が該当し
ております。前連結会計年度末と比較して、株式会社エムケーアセットマネージメント及び株式会社エムケー
デザインアンドアーキテクトの２社が、新たに連結対象となっております。株式会社エムケーアセットマネー
ジメントは、当社のアセット・マネージメント事業に係る業務を集約したものであり、また株式会社エムケー
デザインアンドアーキテクトは、当社のコンストラクション・マネージメント業務を集約したものであります。
これは、金融商品取引法における投資運用業者としての厳格な不動産ファンド運用体制の確立、利益相反等

の防止及び兼業規制への対応をはかること、並びにグループの経営効率化や事業領域の明確化を目的としてお
ります。
その他、株式会社エムケーレオは、当社グループのアセット・インキュベーション事業の一環として購入す

る予定である不動産を運用するために設立されたものであります。
また、当第 1四半期連結会計期間末において、投資家との共同事業により設立した特別目的会社については、

連結対象となっておりません。

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 1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 548,318 千円減少し、14,711,579 千円と

なりました。これは主に、販売用不動産の売却が進み、現金及び預金が 2,521,063 千円増加した一方で、販売
用不動産が 3,447,451 千円減少したことによるものであります。
また、当第 1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 1,961,373 千円減少し、5,639,158

千円となりました。これは主に、販売用不動産の売却に伴ない、長期借入金 2,290,000 千円を返済したためで
あります。
当第 1 四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1,413,054 千円増加し、9,072,421 千
円となりました。これは主に、第 1四半期純利益 1,481,844 千円の計上によるものであります。
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（2）連結キャッシュ・フローの状況

当第 1四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１四半
期純利益の計上及びたな卸資産（販売用不動産）の売却等により、期首残高に比べ 2,521,063 千円増加し、当
第１四半期連結会計期間末には 6,326,218 千円となりました。
当第１四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す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結会計期間において営業活動により獲得した資金は4,942,672千円(前年同期は499,746千円

の使用)となりました。これは税金等調整前第１四半期純利益を 2,505,252 千円計上したほか、販売用不動産の
売却による収入 3,447,451 千円があったのに対して、法人税等 817,135 千円を支出したこと等によるものであ
ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四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 67,602 千円の使用(前年同期は 9,600 千

円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得に伴なう支出 29,144 千円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結会計期間における財務活動により使用した資金は2,354,007千円(前年同期は3,543,351千

円の獲得)であります。長期借入金を 2,290,000 千円返済したことが、主な要因となっております。

３．業績予想に関する定性的情報

不動産業界の今後につきましては、米国におけるサブプライム・ローン問題が完全には終息していないこと
及び金融商品取引法の対応で業界全体に戸惑いが見られること等の影響が懸念される他、建築基準法の改正に
より新設住宅着工数が激減している不動産会社等の業績に対する悪影響が懸念されております。
その一方で、東京をはじめとする大都市圏の一等地の優良な収益物件に対する投資意欲は根強く、それらの

地域においては依然空室率は低いままであり、また企業業績の回復に伴ないオフィス賃料の上昇を望める環境
であります。
いくつかの不安要素を抱えている不動産市場ですが、当社グループは引き続き潜在的な収益力を持った不動

産に投資を行ない、当社グループならではのバリューアップを施すことにより、アセット・インキュベーショ
ン事業の拡大を目指してまいります。なかでも耐震強度の低い築年の古いビルの再開発事業については、その
収益性・社会性からも当社グループの経営リソースを集中していく計画であります。
アセット・マネージメント事業につきましても、従来からのディストレスト・アセット（何らかの要因で価

値が毀損した不動産）の取得に重点をおき、受託資産残高の積み上げに注力してまいります。
また、今後につきましては、不動産マーケットの変化に柔軟に対応できるよう、財務バランスにも充分留意

してまいります。
第 1 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、現時点では前述いたしました不確定要素も

あることから、通期の業績予想を据え置いております。

４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

前第1四半期連結会計期間末
(平成18年11月30日)

当第1四半期連結会計期間末
(平成19年11月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19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 6,056,098 6,326,218 3,805,155

２ 売掛金 144,570 250,826 123,769

３ 営業貸付金 1,016,550 1,063,229 1,155,928

４ 販売用不動産 ※1 5,733,272 5,420,258 8,867,710

５ その他 281,566 748,123 462,708

貸倒引当金 △7,208 △8,092 △7,864

流動資産合計 13,224,850 97.4 13,800,563 93.8 14,407,406 94.4

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※2

(1) 建物 19,600 29,794 16,879

(2) 車両運搬具 1,238 3,536 3,842

(3) 器具備品 17,121 26,940 13,642

有形固定資産合計 37,959 0.3 60,271 0.4 34,364 0.2

２ 無形固定資産 37,671 0.3 47,891 0.3 32,546 0.2

３ 投資その他の資産 278,202 2.0 802,852 5.5 785,579 5.2

固定資産合計 353,834 2.6 911,015 6.2 852,491 5.6

資産合計 13,578,685 100.0 14,711,579 100.0 15,259,897 100.0
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前第1四半期連結会計期間末
(平成18年11月30日)

当第1四半期連結会計期間末
(平成19年11月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19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 15,116 10,587 ―

２ 短期借入金 ※1 300,000 680,000 680,000

３ 一年以内償還予定の社
債 ※1 ― 1,970,000 ―

４ 一年以内返済予定の長
期借入金 ※1 151,427 1,250,000 ―

５ 未払法人税等 623,523 1,038,028 834,670

６ 預り金 798,015 ― ―

７ 賞与引当金 90,397 125,228 ―

８ その他 185,645 565,313 575,860

流動負債合計 2,164,124 15.9 5,639,158 38.3 2,090,531 13.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※1 2,380,000 ― 1,970,000

２ 長期借入金 ※1 2,100,000 ― 3,540,000

固定負債合計 4,480,000 33.0 ― ― 5,510,000 36.1

負債合計 6,644,124 48.9 5,639,158 38.3 7,600,531 49.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 2,088,200 15.4 2,109,265 14.3 2,104,743 13.8

２ 資本剰余金 2,412,950 17.8 2,417,471 16.5 2,412,950 15.8

３ 利益剰余金 2,431,363 17.9 4,517,650 30.7 3,119,071 20.4

株主資本合計 6,932,513 51.1 9,044,387 61.5 7,636,764 50.0

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差
額金 365 △502 △643

評価・換算差額等合計 365 0.0 △502 △0.0 △643 △0.0

Ⅲ 新株予約権 ― ― 28,536 0.2 23,245 0.2

Ⅳ 少数株主持分 1,681 0.0 ― ― ― ―

純資産合計 6,934,560 51.1 9,072,421 61.7 7,659,366 50.2

負債純資産合計 13,578,685 100.0 14,711,579 100.0 15,259,897 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年 9月 1日
至 平成19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 5,688,244 100.0 6,546,721 100.0 8,647,025 100.0

Ⅱ 売上原価 3,750,155 65.9 3,575,375 54.6 4,695,416 54.3

売上総利益 1,938,089 34.1 2,971,346 45.4 3,951,609 45.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 336,702 5.9 443,930 6.8 1,095,027 12.7

営業利益 1,601,387 28.2 2,527,415 38.6 2,856,581 33.0

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 451 453 7,542

２ 受取配当金 ― 3 25

３ 雑収入 428 880 0.0 653 1,110 0.0 6,748 14,315 0.2

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 18,767 18,089 85,639

２ 株式交付費 18,122 152 18,468

３ 社債発行保証料 332 1,209 4,410

４ 社債発行費償却 39,181 ― 39,181

５ 融資手数料 20,800 ― 27,600

６ 雑損失 2,103 99,306 1.8 3,227 22,680 0.3 5,853 181,153 2.1

経常利益 1,502,960 26.4 2,505,846 38.3 2,689,744 31.1

Ⅵ 特別利益

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

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産除却損 ― ― ― 593 593 0.0 ― ― ―

税金等調整前第１四半
期(当期)純利益 1,502,960 26.4 2,505,252 38.3 2,690,937 31.1

法人税、住民税
及び事業税 612,532 1,023,408 1,144,216

法人税等調整額 ― 612,532 10.7 ― 1,023,408 15.6 △27,948 1,116,267 12.9

少数株主損失 2,402 0.0 ― ― 4,083 0.1

第１四半期(当期)純利
益 892,830 15.7 1,481,844 22.7 1,578,753 18.3
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30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１四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１四半期純利益 892,830 892,830

株主資本以外の項目の第１四半期連結

会計期間中の変動額(純額)
―

第１四半期連結会計期間中の変動額合計

(千円)
1,028,700 1,028,700 892,830 2,950,230

平成18年11月30日残高(千円) 2,088,200 2,412,950 2,431,363 6,932,513

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18年8月31日残高(千円) 347 5,072 3,987,703

当第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 2,057,400

第１四半期純利益 892,830

株主資本以外の項目の第１四半期連結

会計期間中の変動額(純額)
17 △3,391 △3,373

第１四半期連結会計期間中の変動額合計

(千円)
17 △3,391 2,946,856

平成18年11月30日残高(千円) 365 1,681 6,934,560
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当第１四半期連結会計期間(自 平成19年9月1日 至 平成19年11月30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19年8月31日残高(千円) 2,104,743 2,412,950 3,119,071 7,636,764

当第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 4,521 4,521 9,043

剰余金の配当 △83,265 △83,265

第１四半期純利益 1,481,844 1,481,844

株主資本以外の項目の第１四半期連結

会計期間中の変動額(純額)
―

第１四半期連結会計期間中の変動額合計

(千円)
4,521 4,521 1,398,579 1,407,622

平成19年11月30日残高(千円) 2,109,265 2,417,471 4,517,650 9,044,387

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19年8月31日残高(千円) △643 23,245 7,659,366

当第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 9,043

剰余金の配当 △83,265

第１四半期純利益 1,481,844

株主資本以外の項目の第１四半期連結

会計期間中の変動額(純額)
141 5,290 5,431

第１四半期連結会計期間中の変動額合計

(千円)
141 5,290 1,413,054

平成19年11月30日残高(千円) △502 28,536 9,072,421
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前連結会計年度（自 平成18年9月1日 至 平成19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18年8月31日残高(千円) 1,059,500 1,384,250 1,538,533 3,982,283

連結会計年度中の変動額

新株の発行 1,045,243 1,028,700 2,073,943

当期純利益 1,578,753 1,578,753

連結子会社の除外による増加 2,365 2,365

連結子会社の増加による減少 △581 △581

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額)
―

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
1,045,243 1,028,700 1,580,538 3,654,481

平成19年8月31日残高(千円) 2,104,743 2,412,950 3,119,071 7,636,764

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,073,943

当期純利益 1,578,753

連結子会社の除外による増加 2,365

連結子会社の増加による減少 △581

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額)
△991 23,245 △5,072 17,180

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
△991 23,245 △5,072 3,671,662

平成19年8月31日残高(千円) △643 23,245 ― 7,659,366
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第1四半期連結
会計期間

(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第1四半期連結
会計期間

(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30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18年9月 1日
至 平成19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１四半期(当期)純利益 1,502,960 2,505,252 2,690,937

２ 減価償却費 4,293 4,699 18,420

３ 貸倒引当金の増加額（△は減少額） 4,445 227 5,102

４ 賞与引当金の増加額（△は減少額） 90,397 125,228 ―

５ 匿名組合投資損益 △49,726 △10,755 △7,814

６ 受取利息及び受取配当金 △451 △457 △7,567

７ 支払利息 18,767 18,089 85,639

８ 固定資産除却損 ― 593 ―

９ 有価証券売却益 ― △103 △249

10 株式交付費 ― 152 18,468

11 融資手数料 20,800 ― 27,600

12 株式報酬費用 ― 5,290 23,245

13 売上債権の減少額（△は増加額） △52,428 △127,057 △31,627

14 営業貸付金の減少額（△は増加額） △702,655 92,698 △842,033

15 たな卸資産の減少額（△は増加額） △1,354,956 3,447,451 △4,228,552

16 前渡金の増加額（△は増加額） ― △302,937 ―

17 立替金の減少額（△は増加額） △21,825 15,386 △79

18 匿名組合出資の減少額（△は増加額） △45,870 3,960 △591,299

19 仕入債務の増加額（△は減少額） 13,030 △14,073 22,575

20 未払金の増加額（△は減少額） △53,968 464 △78,837

21 預り金の増加額（△は減少額） 412,542 △210,154 △142,368

22 預り敷金の増加額（△は減少額） 66,320 △5,596 30,159

23 前受金の増加額（△は減少額） ― 170,500 ―

24 その他 162,655 58,604 △44,583

小計 14,332 5,777,465 △3,052,864

25 利息及び配当金の受取額 451 23 7,360

26 利息の支払額 △16,897 △17,680 △84,214

27 法人税等の支払額 △497,632 △817,135 △810,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △499,746 4,942,672 △3,939,964

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 ― △29,144 △5,190

２ 無形固定資産の取得による支出 △13,738 △17,515 △15,013

３ 投資有価証券の売却による収入 ― 209 845

４ 投資有価証券の取得による支出 ― △690 △489

５ 出資金の回収による収入 ― 1,500 ―

６ 信託預金の払戻による収入 4,138 0 16,906

７ 信託預金の預入による支出 ― △10,711 △21,694

８ 差入敷金保証金の支出 ― △10,050 ―

９ その他 ― △1,200 3,048

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,600 △67,602 △21,588
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前第1四半期連結
会計期間

(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第1四半期連結
会計期間

(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30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18年9月 1日
至 平成19年8月31日)

区分 注記
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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 △100,000 ― 280,000

２ 長期借入れによる収入 2,100,000 ― 3,540,000

３ 長期借入金の返済による支出 △2,873,249 △2,290,000 △3,024,676

４ 社債の発行による収入 2,380,000 ― 2,340,818

５ 株式の発行による収入 2,057,400 8,891 2,055,475

６ 配当金の支払額 ― △72,898 ―

７ その他 △20,800 ― △437,600

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,543,351 △2,354,007 4,754,017

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） 3,034,004 2,521,063 792,464

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,023,225 3,805,155 3,023,225
Ⅵ 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の

増加額 ― ― 695

Ⅶ 連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の
減少額 △1,131 ― △11,229

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 ※1 6,056,098 6,326,218 3,805,155
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(5) 注記事項

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１四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19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、同社は当第

１四半期より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

（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、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３社

連結子会社の名称

(株)エムケーレオ

(株)エムケーアセットマネージメント

(株)エムケーデザインアンドアーキテ

クト

なお、(株)エムケーアセットマネージメ

ント及び(株)エムケーデザインアンドア

ーキテクトは新規設立により、連結の範囲

に含めております。

(2)主要な非連結子会社名

(有)エムケービーナス

（連結の範囲から除いた理由）

同左

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

(株)エムケーレオ

（株）エムケーレオは、当連結会計年度

において、同社が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

220,000千円を同社に対して融資すること

が、当社において決議されております。

その結果、同社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。

一方、前連結会計年度において(有)エム

ケーサターン及び(有)エムケーチェリー

を連結子会社としましたが、(有)エムケー

サターンについては、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。

同様に、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、同社を当連結会

計年度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。

(2)主要な非連結子会社名

(有)エムケービーナス

（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。
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前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19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非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

(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、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

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１四半期の決算

日は8月31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。

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非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

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

(有)エムケーチェリー

合同会社エムケーオーク

合同会社エムケーロータス

合同会社エムケービリー

合同会社アイリス

(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り、

かつ全体としても重要性がないため、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

連結子会社（株）エムケーレオ及び（株）

エムケーアセットマネージメントの決算

日は5月31日であり、第１四半期の決算日

は8月31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、(株)エムケーレオについては、

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、（株）エムケーアセットマネージ

メントについては、四半期連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく四半期連結

財務諸表を使用しております。

なお、（株）エムケーデザインアンドア

ーキテクトの四半期決算日は、四半期連

結決算日と一致しております。

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非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

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

(有)エムケーチェリー

合同会社エムケーオーク

合同会社エムケーロータス

(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り、かつ

全体としても重要性がないため、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(株)エムケーレオの決算日

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１四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19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

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）

時価のないもの

―

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「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

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

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

匿名組合出資金の会計処理

同左

(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

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～50年

車両運搬具：6年

器具備品：2年～15年

(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）

時価のないもの

―

匿名組合出資金の会計処理

同左

(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

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

同左

②ソフトウェア

同左
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前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19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会計期間は

同一であり、第１四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１四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

(ィ) 重要な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1四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

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

(ィ) 重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

同左

社債発行費

―

創立費

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

同左

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

(ィ)重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

同左

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、

当連結会計年度の負担すべき期間費用と

して処理しております。

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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表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

（四半期連結財務諸表関係）

前第1四半期連結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、当第1四半期連

結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、当第1四半期連結会計期間末の「そ

の他の関係会社有価証券」の残高は、

102,402千円であります。

（四半期連結財務諸表関係）

前第1四半期連結会計期間末において区

分掲記しておりました「預り金」につきま

しては、負債及び純資産の総額の100分の5

以下であるため、当第1四半期連結会計期

間より流動負債の「その他」に一括して表

示することと致しました。

なお、当第1四半期連結会計期間末の「預

り金」の残高は、32,949千円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関

係）

前第1四半期連結会計期間において営業

活動によるキャッシュ・フローの小計区分

前の「その他」に含めて表示しておりまし

た「前渡金の増加額（△は減少額）」（前第

1四半期連結会計期間76,791千円）につい

ては、重要性が増したため、当第1四半期

連結会計期間より区分掲記しております。
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注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

前第１四半期連結会計期間末
(平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成19年11月30日)

前連結会計年度
(平成19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2,100,000千

円及び社債2,380,000千円の担保に供

しているものは、次のとおりでありま

す。

販売用不動産 5,241,537千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

12,185千円

３ ―

※１ 担保資産及び担保付債務

短期借入金680,000千円、一年以内返

済予定の長期借入金1,250,000千円及

び 一 年 以 内 償 還 予 定 の 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 5,089,437千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

16,930千円

３ 偶発債務

当社グループは、アセット・マネージ

メント契約を締結している一部の匿名組

合営業者が金融機関(以下「貸付人」とい

う)からノンリコース・ローンの調達を行

うことに関連し、スポンサーとして、貸

付人との間に損害担保契約を締結してお

ります。

当該損害担保契約において、責任財産

である投資対象不動産が、環境に関する

法令又は危険物規制に関する法令に違反

していることが判明した場合には、当社

グループに詐欺行為や故意・重過失によ

る不法行為がなくとも、貸付人が被った

損害を当社グループが補償する条項が定

められております。

当該条項により発生した補償義務につ

いては別途匿名組合出資者等との合意に

より負担比率が定められており、当社グル

ープの補償額の上限は、第 1四半期連結会

計期間末において 192,500 千円でありま

す。

※１ 担保資産及び担保付債務

短期借入金680,000千円、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 8,242,689千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

16,472千円

３ ―
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(四半期連結損益計算書関係)
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
（自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
（自 平成18年 9月 1日
至 平成19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 63,875千円

租税公課 50,558千円

賞与引当金繰入 90,397千円

貸倒引当金繰入 4,445千円

※２ ―

※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。

役員報酬 48,850千円

給料手当 80,565千円

賞与引当金繰入 125,228千円

貸倒引当金繰入 227千円

※２ ―

※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 287,358千円

賞与 154,058千円

貸倒引当金繰入 5,102千円

※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
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係)

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 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１四半期連結
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（ブックビルディング方式による募

集）による増加 6,000 株であります。

２. 配当に関する事項

該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 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１四半期連結
会計期間末

発行済株式

普通株式（株） 55,510 1,830 ― 57,340

合計 55,510 1,830 ― 57,340

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加 1,830 株は、平成 19 年 9 月 30 日付における新株予約権の行使によ

る増加 1,830 株によるものであります。

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 増加 減少

当第 1四半
期連結会計
期間末

当第1四半期
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

― ― ― ― ― 28,536

合計 ― ― ― ― ― 28,536

３. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成 19 年 10 月 10 日
取締役会

普通株式 83,265 利益剰余金 1,500
平成 19 年
8月 31 日

平成 19 年
11 月 12 日

(2) 基準日が当第 1四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第 1四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 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） 46,600 8,910 ― 55,510

合計 46,600 8,910 ― 55,510

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加8,910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19年6月30日付における新株予約権の行使による増加930株並びに平成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株によるものであります。

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

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

当連結会計
年度末残高
(千円)

提出会社

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権

― ― ― ― ― 23,245

合計 ― ― ― ― ― 23,245

３. 配当に関する事項

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成 19 年 10 月 10 日
取締役会

普通株式 83,265 利益剰余金 1,500
平成 19 年
8月 31 日

平成 19 年
11 月 12 日
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 8月31日)

※ 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

(平成18年11月30日現在)

現金及び預金 6,056,098千円
現金及び現金同等物 6,056,098千円

※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

(平成19年11月30日現在)

現金及び預金 6,326,218千円
現金及び現金同等物 6,326,218千円

※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

(平成19年 8月31日現在)

現金及び預金 3,805,155千円
現金及び現金同等物 3,805,155千円

(リース取引関係)

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 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１四半期連結会計期間（自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 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 18 年 9月 1日 至 平成 19 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１四半期連結会計期間末（平成 18 年 11 月 30 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 3,650 4,266 615

② 債券 － － －

③ その他 － － －

計 3,650 4,266 615

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)

その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金） 102,402

当第１四半期連結会計期間末（平成 19 年 11 月 30 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 3,444 2,597 △847

② 債券 － － －

③ その他 － － －

計 3,444 2,597 △847

２ 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

区分
四半期連結貸借
対照表計上額

(千円)

投資有価証券（非上場株式） 690

投資有価証券（匿名組合出資金） 237,981

投資有価証券（合同会社に対する持分） 60

関係会社株式（非上場株式） 1,500

その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金） 421,318

その他の関係会社有価証券（合同会社に対する持分） 4,700

小計 666,250
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前連結会計年度（平成 19 年 8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)

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 3,549 2,463 △1,085

② 債券 － － －

③ その他 － － －

計 3,549 2,463 △1,085

２ 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

区分
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） 234,120

投資有価証券（合同会社に対する持分） 60

関係会社株式（非上場株式） 1,500

その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金） 418,383

その他の関係会社有価証券（合同会社に対する持分） 3,500

小計 657,564

(デリバティブ取引関係)

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 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１四半期連結会計期間（自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 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 18 年 9月 1日 至 平成 19 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)

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 日）

１ ストック・オプションの内容

該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 日）

１ 当第1四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 5,290 千円

２ ストック・オプションの内容

該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日）

１ ストック・オプションにかかる当連結会計年度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 23,245 千円

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(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

平成18年12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

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
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

普通株式
400 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 平成 18 年 12月 25 日

権利確定条件 (注)2 (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。

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

自平成20年 12月１
日

至平成22年11月30
日

(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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(6) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第 1四半期連結会計期間(自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 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

367,092

―

5,314,895

―

6,257

―

5,688,244

―

―

―

5,688,244

―

計 367,092 5,314,895 6,257 5,688,244 ― 5,688,244

営業費用 107,394 3,779,255 15,619 3,902,270 184,587 4,086,857

営業利益 259,698 1,535,639 (9,362) 1,785,974 (184,587) 1,601,387

(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(184,587 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。

当第 1四半期連結会計期間(自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 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

1,411,719

―

5,058,030

―

76,971

―

6,546,721

―

―

―

6,546,721

―

計 1,411,719 5,058,030 76,971 6,546,721 ― 6,546,721

営業費用 171,429 3,588,766 12,940 3,773,136 246,169 4,019,306

営業利益 1,240,290 1,469,263 64,031 2,773,585 (246,169) 2,527,415

(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(246,169 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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前連結会計年度(自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 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

1,263,485

―

7,335,991

―

47,548

―

8,647,025

―

―

―

8,647,025

―

計 1,263,485 7,335,991 47,548 8,647,025 ― 8,647,025

営業費用 369,135 4,781,177 26,724 5,177,037 613,406 5,790,444

営業利益 894,350 2,554,813 20,824 3,469,988 (613,406) 2,856,581

(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(613,406 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 1四半期連結会計期間(自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 日)

当第 1四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 1四半期連結会計期間(自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 日)

当第 1四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 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 8月 31 日)

当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 1四半期連結会計期間(自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 日)

当第 1四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 1四半期連結会計期間(自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 日)

当第 1四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 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 8月 31 日)

当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。



(株)エムケーキャピタルマネージメント(2478) 平成 20 年 8月期 第１四半期財務・業績の概況

29

(１株当たり情報)

前第 1四半期連結会計期間
（自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 18 年 11 月 30 日)

当第 1四半期連結会計期間
（自 平成 19 年 9月 1日
至 平成 19 年 11 月 30 日)

前連結会計年度
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 8月 31 日)

１株当たり純資産額 127,022 円 33 銭 １株当たり純資産額 157,723 円 85 銭 １株当たり純資産額 137,562 円 98 銭
１株当たり第 1四半期純利益

18,001 円 57 銭
１株当たり第 1四半期純利益

26,108 円 65 銭
１株当たり当期純利益

29,510 円 37 銭
潜在株式調整後１株当たり第 1 四半期純利
益

15,223 円 56 銭

潜在株式調整後１株当たり第 1四半期純利
益

23,710 円 48 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

25,377 円 89 銭

(注) １株当たり第１四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定上

の基礎

前第 1四半期連結会計期間
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第 1四半期連結会計期間
(自 平成 19 年 9月 1日
至 平成 19 年 11 月 30 日)

前連結会計年度
(自 平成 18 年 9月 1日
至 平成 19 年 8月 31 日)

１株当たり第 1四半期(当期)純利益
金額

第 1四半期(当期)純利益（千円） 892,830 1,481,844 1,578,753

普通株式に係る
第 1四半期(当期)純利益（千円）

892,830 1,481,844 1,578,753

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） 49,597 56,756 53,498

潜在株式調整後１株当たり第 1四半
期(当期)純利益金額

第 1 四半期(当期)純利益調整額
（千円）

― ― ―

普通株式増加数(株) 9,050 5,740 8,711

（うち新株予約権（株）） 9,050 5,740 8,711

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 1 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

―

新株予約権
株主総会の特別決議日
：平成 18 年 11 月 22 日

新株予約権の数：360 個
新株予約権の目的となる株
式の種類
：普通株式

新株予約権の目的となる
株式の数
：360 株

新株予約権の行使時の払
込金額
：331,328 円

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

新株予約権
株主総会の特別決議日
：平成 18 年 11 月 22 日

新株予約権の数：400 個
新株予約権の目的となる株式
の種類
：普通株式

新株予約権の目的となる株
式の数
：400 株

新株予約権の行使時の払込
金額
：331,328 円

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



(株)エムケーキャピタルマネージメント(2478) 平成 20 年 8月期 第１四半期財務・業績の概況

30

(重要な後発事象)

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 8月31日)

(１) 新株予約権の発行について

平成 18年 11月 22日開催の定時株主総会で
承認された会社法第 236 条、第 238 条、及び
第 239 条の規定に基づきストックオプション
として発行する新株予約権について、平成 18
年 12 月 18 日開催の当社取締役会において具
体的な発行内容を決議し、下記のとおり発行
いたしました。

① 新株予約権の発行日
平成 18 年 12 月 25 日

② 新株予約権の発行数
400 個

③ 新株予約権の発行価額
無償とする。

④ 新株予約権の行使に際しての払込金額
(発行価額)
新株予約権の行使により発行又は移転する
株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価
額」という。）に新株予約権の目的たる株式
の数を乗じた金額とする。行使価額は
331,328 円とする。
なお、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、次の算式に
より行使価額を調整し、調整により生ずる
１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価
額

＝
調整前行
使価額

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
式により行使価額を調整し、調整により生
じる１円未満の端数は切り上げる。

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。

⑥ 新株予約権の割当対象者
当社の取締役１名ならびに従業員８名の合計
９名

１
×

分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額

新規発行 ×１株当たり
(処分)株式数 払込価額既発行株式数 ＋

１株当たり時価
×

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数

― (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19年９月３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 ： 4,942円
② 増加した株式の種類 ： 普通株式
③ 増加した株式の数 ： 1,830株
④ 増加した資本金 ： 4,521千円
⑤ 増加した資本準備金 ： 4,521千円

(２)子会社の設立
平成19年９月３日開催の取締役会にお

いて、平成19年９月４日に以下の子会社
である㈱エムケー アセット マネー
ジメント及び㈱エムケー デザイン
アンド アーキテクトを設立しており
ます。
① ㈱エムケー アセット マネー
ジメント
・商号：株式会社エムケー アセッ

ト マネージメント
・代表者：大高 清
・所在地：東京都港区北青山三丁目

３番11号
・設立年月日：平成19年９月４日
・主な事業の内容

：アセット・マネージメント事業
・決算日：５月31日
・資本金：100,000千円
・株主：当社（100％）

② ㈱エムケー デザイン アンド
アーキテクト

・商号：株式会社エムケー デザイ
ン アンド アーキテクト

・代表者：豊城 隆
・所在地：東京都港区北青山三丁目

３番11号
・設立年月日：平成19年９月４日
・主な事業の内容
：コンストラクション・マネージ
メント事業

・決算日：５月31日
・資本金：30,000千円
・株主：当社（100％）

これは、平成19年９月30日施行の金融
商品取引法に対応し、当社のアセット・
マネージメント事業に係る業務を㈱エ
ムケー アセット マネージメントに
集約するとともに、コンストラクショ
ン・マネージメント業務を㈱エムケー
デザイン アンド アーキテクトに集
約することで、投資運用業者としての厳
格な不動産ファンド運用体制の確立や
利益相反等の防止を図ること、ならびに
グループの経営効率化や事業領域の明
確化を目的としたものであります。
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６． 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 1四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・インキュベーション事業 5,058,030

アセット・マネージメント事業 1,411,719

その他の事業 76,971

合計 6,546,721

(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 販売高(千円) 割合(％)

矢作地所㈱ 3,200,608 48.9

三菱地所㈱ 966,312 14.8

㈱ミヤビエステックス 875,125 13.4
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７．四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
(平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19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 6,043,832 6,210,539 3,584,459

２ 売掛金 144,570 187,406 123,769

３ 営業貸付金 1,016,550 1,063,229 1,155,928

４ 販売用不動産 ※1 5,733,272 5,420,258 8,867,710

５ その他 292,413 764,296 462,708

貸倒引当金 △7,868 △9,023 △7,864

流動資産合計 13,222,771 97.4 13,636,707 93.1 14,186,711 93.0

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※2

(1) 建物 19,600 16,430 16,879

(2) 車両運搬具 1,238 3,536 3,842

(3) 器具備品 17,121 23,959 13,642

有形固定資産合計 37,959 0.3 43,925 0.3 34,364 0.2

２ 無形固定資産 37,671 0.3 47,891 0.3 32,546 0.2

３ 投資その他の資産
(1) その他の関係会社有

価証券 102,402 426,018 421,883

(2) 関係会社長期貸付金 ― ― 220,000

(3) その他 175,800 497,783 365,232

貸倒引当金 ― ― △1,320

投資その他の資産合計 278,202 2.0 923,802 6.3 1,005,796 6.6

固定資産合計 353,834 2.6 1,015,619 6.9 1,072,708 7.0

資産合計 13,576,605 100.0 14,652,326 100.0 15,259,419 100.0
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前第１四半期会計期間末
(平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19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 15,116 162,100 24,660

２ 短期借入金 ※1 300,000 680,000 680,000

３ 一年以内償還予定の
社債 ※1 ― 1,970,000 ―

４ 一年以内返済予定の
長期借入金 ※1 151,427 1,250,000 ―

５ 未払法人税等 623,523 958,827 834,647

６ 預り金 798,002 ― 243,104

７ 賞与引当金 90,397 115,982 ―

８ その他 ※3 185,650 548,758 307,842

流動負債合計 2,164,118 15.9 5,685,669 38.8 2,090,254 13.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※1 2,380,000 ― 1,970,000

２ 長期借入金 ※1 2,100,000 ― 3,540,000

固定負債合計 4,480,000 33.0 ― ― 5,510,000 36.1

負債合計 6,644,118 48.9 5,685,669 38.8 7,600,254 49.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 2,088,200 15.4 2,109,265 14.4 2,104,743 13.8

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 2,412,950 2,417,471 2,412,950

資本剰余金合計 2,412,950 17.8 2,417,471 16.5 2,412,950 15.8

３ 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,430,972 4,411,886 3,118,869

利益剰余金合計 2,430,972 17.9 4,411,886 30.1 3,118,869 20.4

株主資本合計 6,932,122 51.1 8,938,623 61.0 7,636,563 50.0

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差
額金 365 △502 △643

評価・換算差額等合計 365 0.0 △502 △0.0 △643 △0.0

Ⅲ 新株予約権 ― 28,536 0.2 23,245 0.2

純資産合計 6,932,487 51.1 8,966,657 61.2 7,659,165 50.2

負債純資産合計 13,576,605 100.0 14,652,326 100.0 15,259,419 100.0
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(2) 四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年 9月 1日
至 平成19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 5,688,164 100.0 6,443,656 100.0 8,646,945 100.0

Ⅱ 売上原価 3,750,155 65.9 3,757,493 58.3 4,695,416 54.3

売上総利益 1,938,009 34.1 2,686,162 41.7 3,951,529 45.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 334,217 5.9 352,361 5.5 1,091,926 12.6

営業利益 1,603,792 28.2 2,333,800 36.2 2,859,602 33.1

Ⅳ 営業外収益 ※1 1,456 0.0 7,822 0.1 17,591 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※2 98,626 1.7 20,702 0.3 180,473 2.1

経常利益 1,506,622 26.5 2,320,920 36.0 2,696,720 31.2

Ⅵ 特別利益 ※3 ― ― 160 0.0 1,193 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 ― ― 593 0.0 ― ―

税引前第１四半期
（当期）純利益 1,506,622 26.5 2,320,487 36.0 2,697,914 31.2

法人税、住民税及び
事業税 613,044 944,206 1,144,143

法人税等調整額 ― 613,044 10.8 ― 944,206 14.6 △27,704 1,116,438 12.9

第１四半期(当期)純
利益 893,577 15.7 1,376,281 21.4 1,581,475 18.3
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(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30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１四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１四半期純利益 893,577 893,577

株主資本以外の項目の第１四半期会計

期間中の変動額(純額)
―

第１四半期会計期間中の変動額合計

(千円)
1,028,700 1,028,700 893,577 2,950,977

平成18年11月30日残高(千円) 2,088,200 2,412,950 2,430,972 6,932,122

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18年8月31日残高(千円) 347 3,981,492

当第１四半期会計期間中の変動額

(千円)

新株の発行 2,057,400

第１四半期純利益 893,577

株主資本以外の項目の第１四半期会計

期間中の変動額(純額)
17 17

第１四半期会計期間中の変動額合計

(千円)
17 2,950,994

平成18年11月30日残高(千円) 365 6,932,487
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当第１四半期会計期間（自 平成19年9月1日 至 平成19年11月30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19年8月31日残高(千円) 2,104,743 2,412,950 3,118,869 7,636,563

当第１四半期会計期間中の変動額

(千円)

新株の発行 4,521 4,521 9,043

剰余金の配当 △83,265 △83,265

第１四半期純利益 1,376,281 1,376,281

株主資本以外の項目の第１四半期会計

期間中の変動額(純額)
―

第１四半期会計期間中の変動額合計

(千円)
4,521 4,521 1,293,016 1,302,060

平成19年11月30日残高(千円) 2,109,265 2,417,471 4,411,886 8,938,623

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19年8月31日残高(千円) △643 23,245 7,659,165

当第１四半期会計期間中の変動額

(千円)

新株の発行 9,043

剰余金の配当 △83,265

第１四半期純利益 1,376,281

株主資本以外の項目の第１四半期会計

期間中の変動額(純額)
141 5,290 5,431

第１四半期会計期間中の変動額合計

(千円)
141 5,290 1,307,492

平成19年11月30日残高(千円) △502 28,536 8,966,657



(株)エムケーキャピタルマネージメント(2478) 平成 20 年 8月期 第１四半期財務・業績の概況

37

前事業年度（自 平成18年9月1日 至 平成19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18年８月31日残高（千円） 1,059,500 1,384,250 1,537,394 3,981,144

事業年度中の変動額（千円）

新株の発行 1,045,243 1,028,700 2,073,943

当期純利益 1,581,475 1,581,475

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） 1,045,243 1,028,700 1,581,475 3,655,419

平成19年８月31日残高（千円） 2,104,743 2,412,950 3,118,869 7,636,563

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

事業年度中の変動額（千円）

新株の発行 2,073,943

当期純利益 1,581,475

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） △991 23,245 22,253

事業年度中の変動額合計（千円） △991 23,245 3,677,673

平成 19年８月 31日残高（千円） △643 23,245 7,659,165
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項
前第１四半期会計期間

(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19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

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）

② ―

③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) ―

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

同左

②時価のないもの

移動平均法による原価法

③匿名組合出資金の会計処理

同左

(２) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

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

り算定）

② ―

③匿名組合出資金の会計処理

同左

(２) ―

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

３ 固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

同左

３ 固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

同左
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前第１四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 8月31日)

(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)無形固定資産

①商標権

同左

②ソフトウェア

同左

(２) 無形固定資産

①商標権

同左

②ソフトウェア

同左

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1四半期会計期間に

おいては、会計年度末における賞与支

給見込額のうち、第1四半期の負担額を

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

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1四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

同左

社債発行費

―

(２) 消費税等の会計処理

同左

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

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、当期の負担すべき期間費用として処

理しております。
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表示方法の変更

前第１四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

― （四半期財務諸表関係）

前第1四半期会計期間末において区分掲

記しておりました「預り金」につきまして

は、負債及び純資産の総額の100分の5以下

であるため、当第1四半期会計期間より流

動負債の「その他」に一括して表示するこ

とと致しました。

なお、当第1四半期会計期間末の「預り

金」の残高は、28,335千円であります。

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

前第１四半期会計期間末
(平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度末
(平成19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2,100,000千円及び社債

2,380,000千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 5,241,537千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

12,185千円

※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 ―

※１ 担保資産及び担保付債務

短期借入金680,000千円、一年以内返済予

定の長期借入金1,250,000千円、及び一年

以内償還予定の社債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 5,089,437千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

16,508千円

※３ 消費税等の取扱い

同左

４ 偶発債務

当社は、当社グループがアセット・マネ

ージメント契約を締結している一部の匿

名組合営業者が金融機関(以下「貸付人」

という)からノンリコース・ローンの調達

を行うことに関連し、スポンサーとして、

貸付人との間に損害担保契約を締結して

おります。

当該損害担保契約において、責任財産で

ある投資対象不動産が、環境に関する法令

又は危険物規制に関する法令に違反して

いることが判明した場合には、当社に詐欺

行為や故意・重過失による不法行為がなく

とも、貸付人が被った損害を当社が補償す

る条項が定められております。

当該条項により発生した補償義務につ

いては別途匿名組合出資者等との合意に

より負担比率が定められており、当社の補

償額の上限は、第 1四半期会計期間末にお

いて 147,500 千円であります。

※１ 担保資産及び担保付債務

短期借入金680,000千円、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 8,242,689千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

16,472千円

※３ ―

４ ―
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(四半期損益計算書関係)
前第１四半期会計期間
（自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間
（自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
（自 平成18年 9月 1日

至 平成19年 8月31日)
※１ 営業外収益の内訳

受取利息 1,028千円

雑収入 428千円

※２ 営業外費用の主な項目

支払利息 18,086千円

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 18,122千円

※３ ―

※４ ―

５ 減価償却実施額

有形固定資産の減価償却実施額

2,287千円

無形固定資産の減価償却実施額

2,006千円

※１ 営業外収益の内訳

受取利息 1,658千円

雑収入 6,056千円

※２ 営業外費用の主な項目

支払利息 18,089千円

※３ 特別利益の主な内訳

貸倒引当金戻入益 160千円

※４ 特別損失の主な内訳

固定資産除却損 593千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産の減価償却実施額

2,106千円

無形固定資産の減価償却実施額

2,170千円

※１ 営業外収益の主な項目

受取利息 10,818千円

※２ 営業外費用の主な項目

支払利息 84,959千円

融資手数料 27,600千円

社債発行費償却 39,181千円

株式交付費 18,468千円

※３ 特別利益の主な内訳

固定資産売却益 1,193千円

※４ ―

５ 減価償却実施額

有形固定資産の減価償却実施額

10,014千円

無形固定資産の減価償却実施額

8,406千円
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(四半期株主資本等変動計算書関係)

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 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。

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 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 18 年 9月 1日 至 平成 19 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１四半期会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 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１四半期会計期間（自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 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 18 年 9月 1日 至 平成 19 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１四半期会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 18 年 11 月 30 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。

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 19 年 11 月 30 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 18 年 9月 1日 至 平成 19 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。
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(１株当たり情報)

前第1四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第1四半期会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年9月 1日
至 平成19年8月31日)

１株当たり純資産額
127,015 円 16 銭

１株当たり純資産額
155,879円 34銭

１株当たり純資産額
137,559 円 36 銭

１株当たり四半期純利益
18,016円64銭

１株当たり四半期純利益
24,248 円 74 銭

１株当たり当期純利益
29,561 円 24 銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益

15,236 円 31 銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益

22,021 円 41 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益

25,421 円 64 銭

(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第 1四半期(当期)純利益の算定上の基礎

前第1四半期会計期間
(自 平成18年 9月 1日
至 平成18年11月30日)

当第1四半期会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 8月31日)

１株当たり第 1四半期(当期)純利益金額

第 1四半期(当期)純利益（千円） 893,577 1,376,281 1,581,475

普通株式に係る
第 1四半期(当期)純利益（千円）

893,577 1,376,281 1,581,475

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） 49,597 56,756 53,498

潜在株式調整後１株当たり第 1 四半期
(当期)純利益金額

第 1四半期(当期)純利益調整額
（千円）

― ― ―

普通株式増加数(株) 9,050 5,740 8,711

（うち新株予約権（株）） 9,050 5,740 8,711

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 1 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

―

新株予約権
株主総会の特別決議日
：平成 18 年 11 月 22 日

新株予約権の数：360 個
新株予約権の目的となる株
式の種類
：普通株式

新株予約権の目的となる
株式の数
：360 株

新株予約権の行使時の払
込金額
：331,328 円

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

新株予約権
株主総会の特別決議日
：平成 18 年 11 月 22 日

新株予約権の数：400 個
新株予約権の目的となる株
式の種類
：普通株式

新株予約権の目的となる株
式の数
：400 株

新株予約権の行使時の払込
金額
：331,328 円

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
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(重要な後発事象)

前第１四半期会計期間
(自 平成18年 9月１日
至 平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年 9月 1日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年 9月 1日
至 平成19年 8月31日)

(１) 新株予約権の発行について

平成18年 11月 22日開催の定時株主
総会で承認された会社法第 236 条、第
238 条、及び第 239 条の規定に基づきス
トックオプションとして発行する新株
予約権について、平成 18 年 12 月 18 日
開催の当社取締役会において具体的な
発行内容を決議し、下記のとおり発行
いたしました。

① 新株予約権の発行日
平成 18 年 12 月 25 日

② 新株予約権の発行数
400 個

③ 新株予約権の発行価額
無償とする。

④ 新株予約権の行使に際しての払込金
額
(発行価額)
新株予約権の行使により発行又は移

転する株式１株当たりの払込金額（以
下、「行使価額」という。）に新株予
約権の目的たる株式の数を乗じた金額
とする。行使価額は 331,328 円とする。

なお、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、
次の算式により行使価額を調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切り
上げる。

調整後行使価額
＝調整前行使価額

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、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる１円未満の端数
は切り上げる。

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。
⑥ 新株予約権の割当対象者

当社の取締役１名ならびに従業員8
名の合計9名

１
×

分割･併合の比率

調整後行使
価額

＝ 調整前行使価額

新規発行 ×１株当たり
(処分)株式数 払込価額

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

― (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19年９月３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 ： 4,942円
② 増加した株式の種類 ： 普通株式
③ 増加した株式の数 ： 1,830株
④ 増加した資本金 ： 4,521千円
⑤ 増加した資本準備金 ： 4,521千円

(２)子会社の設立
平成19年９月３日開催の取締役会におい

て、平成19年９月４日に以下の子会社であ
る㈱エムケー アセット マネージメント
及び㈱エムケー デザイン アンド アー
キテクトを設立しております。

① ㈱エムケー アセット マネージメ
ント

・商号：株式会社エムケー アセット
マネージメント

・代表者：大高 清
・所在地：東京都港区北青山三丁目３番
11号
・設立年月日：平成19年９月４日
・主な事業の内容

：アセット・マネージメント事業
・決算日：５月31日
・資本金：100,000千円
・株主：当社（100％）

② ㈱エムケー デザイン アンド ア
ーキテクト

・商号：株式会社エムケー デザイン
アンド アーキテクト

・代表者：豊城 隆
・所在地：東京都港区北青山三丁目３番
11号
・設立年月日：平成19年９月４日
・主な事業の内容

：コンストラクション・マネージメ
ント事業
・決算日：５月31日
・資本金：30,000千円
・株主：当社（100％）

これは、平成19年９月30日施行の金融商品
取引法に対応し、当社のアセット・マネー
ジメント事業に係る業務を㈱エムケー ア
セット マネージメントに集約するととも
に、コンストラクション・マネージメント
業務を㈱エムケー デザイン アンド ア
ーキテクトに集約することで、投資運用業
者としての厳格な不動産ファンド運用体制
の確立や利益相反等の防止を図ること、な
らびにグループの経営効率化や事業領域の
明確化を目的としたものであります。


