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１．平成 20 年 2月中間期の連結業績（平成 19 年 9月１日 ～ 平成 20 年 2月 29 日）
(1) 連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年 2 月中間期 8,541 (14.3) 2,642 (2.9) 2,596 (5.9) 1,524 (5.1)
19 年 2 月中間期 7,471 (411.6) 2,568 (138.8) 2,452 (146.5) 1,450 (157.9)
19 年 8 月期 8,647 (243.6) 2,856 (70.5) 2,689 (78.5) 1,578 (78.9)

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後
１ 株 当 た り中
間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20 年 2 月中間期 26,696 35 24,482 81
19 年 2 月中間期 27,856 47 23,613 95
19 年 8 月期 29,510 37 25,377 89

(参考)持分法投資損益 20 年 2月中間期 ―百万円 19 年 2月中間期 ―百万円 19 年 8月期 ―百万円

(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 2 月中間期 14,360 9,145 63.4 158,392 44
19 年 2 月中間期 15,384 7,496 48.7 137,241 85
19 年 8 月期 15,259 7,659 50.0 137,562 98

(参考)自己資本 20 年 2月中間期 9,105 百万円 19 年 2月中間期 7,490 百万円 19 年 8月期 7,636 百万円

(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 2 月中間期 3,974 △151 △3,536 4,091
19 年 2 月中間期 △1,905 △32 4,512 5,597
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） 中間期末 期末 年間

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）
（％表示は対前期増減率）

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

通 期 11,992 38.7 3,340 16.9 3,121 16.0 1,790 13.4 31,253 90
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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)中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの）
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

〔(注)詳細は、29 ページ「中間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」をご覧ください。〕
(3) 発行済株式数（普通株式）

①期末発行済株式数(自己株式を含む)
20 年 2 月中間期 57,490 株 19 年 2 月中間期 54,580 株 19 年 8 月期 55,510 株

②期末自己株式
20 年 2月中間期 ―株 19 年 2月中間期 ―株 19 年 8月期 ―株

(注) 1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、42 ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。

(参考)個別業績の概要
１．平成 20 年 2月中間期の個別業績（平成 19 年 9月１日 ～ 平成 20 年 2月 29 日）
(1) 個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年 2 月中間期 8,284 (10.9) 2,400 (△6.7) 2,368 (△3.6) 1,393 (△4.0)
19 年 2 月中間期 7,471 (414.9) 2,571 (140.7) 2,458 (138.3) 1,451 (143.2)
19 年 8 月期 8,646 (247.9) 2,859 (72.2) 2,696 (70.5) 1,581 (71.4)

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20 年 2 月中間期 24,405 72
19 年 2 月中間期 27,875 52
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 2 月中間期 12,995 9,013 69.1 156,113 90
19 年 2 月中間期 15,384 7,496 48.7 137,239 16
19 年 8 月期 15,259 7,659 50.0 137,559 36

(参考)自己資本 20 年 2月中間期 8,974 百万円 19 年 2月中間期 7,490 百万円 19 年 8月期 7,635 百万円

２．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）
（％表示は対前期増減率）

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

通 期 10,492 21.3 2,150 △24.8 1,956 △27.5 1,121 △29.1 19,567 80

※ 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 Ⅱ 定性的情報・財務諸表

等 １．経営成績 (１)経営成績に関する分析 ② 当期の見通し をご覧下さい。
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

① 当中間期の経営成績

当中間連結会計期間（平成 19 年 9 月１日～平成 20 年 2 月 29 日）におけるわが国の経済は、輸出が増加基調にあり引

き続き緩やかに回復はしているものと判断できますが、その一方で、原油高による企業収益の圧迫、米国に端を発したサ

ブプライム・ローン問題による影響が米国経済の減速をもたらし、株式市場及び為替市場に対しても不安定要素を与えて

いることによる影響から、一時的に停滞し、今後も下振れのリスクが懸念される状況にあります。

このような環境の中で、不動産業界は、改正建築基準法施行の影響が収束しつつあること及び首都圏の大規模なオフィ

スビル等の収益物件については引き続き投資意欲が高いといったプラスの要素はあるものの、サブプライム・ローン問題

の影響で、ノンリコース・ローンをはじめとした資金融資については縮小傾向にあります。さらに、我が国におきまして

も、本邦金融機関の不動産に対する融資姿勢が非常に慎重なものになっており、かつ平成 19 年 9 月に施行された金融商

品取引法の影響もあり、今後の業界の動向については予断を許さない状況になりつつあります。

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の 2

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、厳しく

なる業界の環境下においても、成長路線を実現できるよう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、第 1四半期連結会計期間で売

却いたしました東京都渋谷区、東京都大田区及び名古屋市中区のプロジェクトのほか、名古屋市中村区の案件をこの第 2

四半期連結会計期間において売却しております。また、今後の事業拡大を踏まえて、当社グループがデザイン及び仕様を

監修した東京都世田谷区≪下北沢≫及び名古屋市中区丸の内の案件の取得に向けて引き続き準備をしております。なおこ

れらの案件については、「フレッジオ（自由に使える空間という意味の造語）」シリーズと銘打って、当社グループならで

はのデザイン性に富んだ物件として、事業展開をしてまいります。

以上により、アセット・インキュベーション事業における売上高は 6,863,018 千円（前年同期比 0.9％増）、営業利益は

1,709,136 千円（前年同期比 30.8％減）となりました。

アセット・マネージメント事業においては、顧客投資家より受託した東京都渋谷区等の案件の売却が進んだことにより、

インセンティブ・フィーを獲得し、本事業における業績に大きく寄与しております。売上高は 1,588,636 千円（前年同期

比 147.7％増）、営業利益は 1,272,362 千円（前年同期比 195.0％増）となりました。なお、受託不動産の売却に伴ない、

当中間連結会計期間末の受託資産残高は 75,251,782 千円（前年同期比 5.8％減）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の実績により、売上高は 89,513 千円（前年同期比 239.9％増）、営業利益は 74,402 千円（前

年同期比 450.3％増）となりました。

以上の結果、当中間連結会計期間の実績は売上高 8,541,168 千円(前年同期比 14.3%増)、営業利益 2,642,711 千円(前年

同期比 2.9%増)、経常利益 2,596,959 千円（前年同期比 5.9%増）、中間純利益 1,524,326 千円(前年同期比 5.1%増)となり

ました。

なお、当社グループの連結対象子会社は、当中間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、株式会社エムケーレオおよび合同会社エムケーダリアの 4 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、株式会社エムケーデザインアンド

アーキテクト及び合同会社エムケーダリアの 3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、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するために、平成 19 年 9

月に設立したものであります。この 2 社は、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
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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

的としているものであります。

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

の取得準備のために設立されたものであります。

また、合同会社エムケーダリアは、東京都中野区の案件に投資するにあたって、当社グループがビジネス・サポート・

ローン等を実行することで、資金調達額の総額の過半について当社グループから融資を受けていることになり、その結果

連結対象子会社に該当したものであります。

② 当期の見通し

不動産業界の今後につきましては、サブプライム・ローン問題の影響により不動産購入資金の調達が困難な状況が続き、

また今後の景気についての見通しにより不動産取引が低調に推移することが予想されることから、その景況について楽観

視を許さない状況にあるといえます。

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しては、なお投資家の投資意欲は衰えておら

ず、また、この不動産市況の停滞による価格の下落が絶好の買い場を提供することで、今後の事業拡大の機会を期待でき

る環境でもあります。

地域によっては、また収益ビルのアセットクラスによっては、従来の上昇局面から反転したと見られる不動産市場です

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。そして、この第 3四半期連結会計期

間より、当社グループが「アセット・デザイン・プロデューサー」としてデザイン及び仕様を監修した物件を「フレッジ

オ」シリーズとして展開致します。この「フレッジオ」シリーズは、物件に高付加価値を付与し、周辺相場より高い賃料

を実現することでより大きな事業利益の獲得を可能とするものであります。

アセット・マネージメント事業につきましては、従来どおりディストレスト・アセット（何らかの要因で価値が毀損し

た不動産）の取得をし、バリューアップを施した上で高収益を目指すとともに、コア・ファンド向けの大規模収益物件の

購入にも力を入れ、受託資産残高の積み上げを進めます。

以上のとおり、引き続き事業の拡大を目指しつつも、その一方で、市況の変化に柔軟に対応できるよう財務的な安定

性にも充分留意してまいります。なお、当中間連結会計期間末において、自己資本比率は 63.4％となっております。

当中間連結会計期間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。

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 899,075 千円減少し、14,360,822 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 286,196 千円増加した一方で、販売用不動産が 1,308,757 千円減少

したことによるものであります。

また、当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 2,385,417 千円減少し、5,215,113 千円となりま

した。これは主に、長期借入金が 3,483,532 千円減少した一方で、匿名組合出資預り金が 1,031,834 千円増加したためで

あります。

当中間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 1,486,342 千円増加し、9,145,708 千円となりました。

これは主に、中間純利益 1,524,326 千円を計上する一方、株主配当を 83,265 千円実施したためであります。
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② 連結キャッシュ・フローの状況

当中間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、税金等調整前中間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 286,196 千円増加し、当中間連結会計期間末には 4,091,351

千円となりました。

当中間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）

当中間連結会計期間において営業活動により獲得した資金は3,974,799千円(前年同期は1,905,285千円の使用)となり

ました。これは主に、税金等調整前中間純利益を 2,596,563 千円計上したほか、たな卸資産の減少額 1,424,160 千円及び

匿名組合出資預り金の増加額 1,031,834 千円があったのに対して、法人税等の支払額 820,096 千円があったことによるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は151,711千円 (前年同期は32,378千円の使用)となりまし

た。これは主に敷金保証金を 97,619 千円差し入れためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における財務活動により使用した資金は3,536,892千円(前年同期は4,512,784千円の獲得)であり

ます。長期借入金 3,540,000 千円の返済が、主な要因となっております。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成 18 年

8月期

平成 19 年

8月期

平成 20 年

2月中間期

自己資本比率（％） 47.0 50.0 63.4

時価ベースの

自己資本比率（％）
224.5 72.4 55.6

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（％）
― ― 68.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ
― ― 192.7

自己資本比率 ：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い

（注 1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注 2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注 3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注 4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。なお、平成 18 年 8月期及び平成 19 年 8月期におけ

るキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオにつ

いては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。



(株)エムケーキャピタルマネージメント(2478) 平成 20 年 8月期中間決算短信

- 6 -

（３）利益の配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、会社が成長過程にあることから、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、

なお一層の業容の拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながると認識しておりますが、株主の皆様に会社

の利益の一部を長期にわたる配当の継続により還元していくことも重要であると考えております。

そこで、当期の配当につきましては、前期と同様に、1株当たり配当金を 1,500 円（期末 1株当たり 1,500 円）とさ

せていただく予定であります。

（４）事業等のリスク

当社グループの事業に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のものが

あります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を把握したうえで、発生の回避及び発生した場合の対

応に努める所存であります。本項における将来に関する事項は、中間決算短信発表日現在において当社グループが判断

したものであります。

① 業界環境が悪化する可能性

当社グループは創業以来、金融機関による不良債権処理の活発化や減損会計の導入に対応するための不動産の流動化、

証券化等の新しいファイナンス手法の開発及び低金利などを背景に、良好な事業環境に恵まれてきました。しかし、日

本経済の基礎的条件が今後急速に悪化した場合、不動産市場も影響を受け、投資収益が悪化し、投資家の投資活動が低

迷する可能性があり、その場合当社の収益が圧迫される恐れがあります。さらに、米国のサブプライム・ローン問題を

発端とするマネーマーケットの急激な信用収縮が、不動産価格の下落をもたらし、当社の財政状態や業績に悪影響を及

ぼす可能性があります。

② 不動産市況の動向

プライベートファンド、Ｊ－ＲＥＩＴ（不動産投資信託）による旺盛な不動産購入意欲、それに応える優良不動産の

供給不足が生じている一方で、サブプライム・ローン問題に起因する信用収縮による景気後退懸念といった環境の中で、

不動産市況は少しずつ変容しつつあると考えておりますが、現在の市況が大きく変化した場合に、当社の業績や財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 競合について

平成 18 年 8 月期まで当社グループの売上高においてアセット・マネージメント事業が高い割合を占めていましたが、

平成 19 年 8 月期よりアセット・インキュベーション事業の規模を拡大（平成 20 年 2 月中間期の連結売上高に占める比

率は 80.4％）し、アセット・マネージメント事業に加え、アセット・インキュベーション事業を主力事業して位置付け、

事業展開をしております。

当社グループのアセット・インキュベーション事業と同様に、開発用地を取得してバリューアップする企業は数多く

存在しますが、東京、大阪、名古屋等の主要都市をはじめとして、開発向けの土地はいまだ市場に多く潜在しており、

当面市場規模の急激な収縮はないと判断しております。また、引続きアセット・マネージメント事業への取組みも強化

していくほか、平成 19 年 8月期より介護付有料老人ホーム等を投資対象とするシニアケア・レジデンシャル・ファンド

への投資事業を開始する等、事業領域の拡大にも努めております。

しかしながら、先行して東京証券取引所や他の金融商品取引所に上場している同業他社が既にあり、アセット・マネ

ージメント事業等への一層の取組み強化を図っているなどの状況から、当社グループの競争力が低下した場合や投資家

への投資物件の提案が計画通りに進捗しない場合には、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④ 資金調達について

当社グループは、アセット・インキュベーション事業において、自己勘定で開発用地を取得するために主として金融

機関からの借入金や私募債発行により資金調達を行っております。当社グループは取引金融機関と良好な関係を構築す

る一方で、新たな金融機関との取引開始等資金調達の円滑化、多様化に努めております。しかしながら、何らかの事情

により当社の希望する金額及び条件で金融機関からの融資等を受けることができない場合、アセット・インキュベーシ
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ョン事業を計画どおり展開できない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 自然災害等によるリスクについて

台風、洪水、地震等の自然災害、火災、事故、暴動、テロ、戦争その他の人災が発生した場合には、当社グループが

アセット・マネージャーとして運用管理する不動産や当社グループが保有している不動産の価値が大きく毀損する可能

性があり、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 社歴が浅いこと

当社は平成 13 年 9 月に設立された社歴の浅い会社であります。現在まで増収増益を継続しておりますが、過去の財務

数値をもって十分に期間比較することは困難であります。したがって、過年度の財政状態及び経営成績からでは今後の当

社グループの業績を予測するには不十分な面があります。

⑦ 特定の人物に対する事業活動の依存度

当社の代表取締役加藤一郎太は、最高経営責任者として当社グループの経営及び事業推進全般について重要な役割を果

たしております。当社グループでは、経営体制を強化するために組織の強化、人材拡充及び育成を行っており、同氏を補

完する営業活動体制の構築を進めておりますが、現在のところ同氏に対する依存度はいまだ高く、近い将来において何ら

かの理由により同氏の業務遂行が不可能となった場合、当社グループの業績及び今後の事業活動に影響を与える可能性が

あります。

⑧ 人材の確保・維持

当社グループにおける業務については、高度なノウハウが必要であり、また社内における相互牽制機能を高めるために

も、当社グループの成長速度に合わせて、高いスキルを持った人材を確保することが経営上の重要な課題となっておりま

す。今後の事業拡大に伴い、積極的に優秀な人材を採用し、社内教育をしていく方針でありますが、現在在職している人

材が一度に流出するような場合、または当社グループの求める人材が十分に確保できない場合には、今後の事業展開も含

めて事業拡大及び将来性に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 法的規制について

当社グループは、現時点の法的規制に従って業務運営を行っておりますが、今後これら法令の改廃により当社グループ

の業務運営に何らかの影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは主として以下の法律の規制に従っておりま

す。

a. 宅地建物取引業法

当社グループは、アセット・マネージメント事業等に派生して不動産の売買・賃貸の代理、媒介を行うことがあります

ので、宅地建物取引業法に基づく免許を取得して、同法ならびにそれに関連する各種法令を遵守して業務を運営しており

ます。

b. 金融商品取引法

当社グループは、集団投資スキームといわれる、顧客投資家から匿名組合出資等を受け、不動産信託受益権を含む不動

産に対して投資運用を行い、利益を顧客投資家に分配し手数料を収受する業務を行なうとともに、アセット・マネージメ

ント事業等において、匿名組合出資の私募の取扱い、及び不動産信託受益権の販売又はその代理若しくは媒介を行なう場

合があります。したがって、当社グループにおいて金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資助言業及び投資運用

業の登録をする必要があります。また、旧投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託業または投資法人資

産運用業を営む場合においても、同法の規制を受けることになります。

なお、中間決算短信発表日現在において、株式会社エムケーキャピタルマネージメントは、第二種金融商品取引業の登

録を終え、株式会社エムケーアセットマネージメントについては、第二種金融商品取引業、投資助言業及び投資運用業の

登録申請の受理がされておりますので、業務の継続に問題はありません。

c. その他

不動産投資スキームは、商法上の匿名組合契約、中間法人法上の有限責任中間法人等に基づいたストラクチャーにより

組成しております。
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また、リノベーション工事、建物の建築工事等にあたっては、建築基準法等の各種法令及び条例を遵守して事業を行な

っております。

弁護士法第 72 条は、非弁護士の法律事務の取扱等の禁止、同第 73 条は譲り受けた権利の実行を業務とすることの禁止

を定めておりますが、当社グループにおいては、法律事務の取扱が生じる場合等は必ず弁護士に委任して、弁護士法を遵

守して業務を行っております。

今後、これらの法律に対して規制が設けられた場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

また、当社グループが今後行う不動産投資スキームによっては、不動産特定共同事業法の制約を受ける可能性があり、

同法に定める任意組合型、匿名組合型、共有持分による賃貸型のいずれかの方式で、複数の投資家から出資を募り、現物

不動産への共同投資を行い、運用により得られた収益を投資家に分配する事業を行う場合は、同法の規制を受けることに

なります。

⑩ 今後の事業展開について

当社グループは、不動産と金融の両面にわたる事業を行っておりますが、今後もその両面において事業展開していく方

針です。

不動産に関する事業としては、顧客投資家では購入できない開発用地を当社にて購入して建築確認取得あるいは建物建

築等によりバリューアップして、キャピタルマーケットのプライベートファンドやＪ-ＲＥＩＴ（不動産投資信託）等に

売却する事業です。

また、介護付有料老人ホーム施設等新たな投資ストラクチャーへの出資、大型投資案件等への取組を推進しております。

しかしながら、アセット・インキュベーション事業等は、アセット・マネージメント事業と異なり、当社グループの自

己勘定で不動産の取得あるいは融資の実行を行うことから、取得した販売用不動産や担保不動産の価値の下落等が生じた

場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、上記のとおりにこれら新たな事業の展開が図れない場合は、当社グループの成長に影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑪ ノン・リコース条件の融資にかかる補償

当社グループによる顧客投資家への投資提案に基づき特別目的会社にて不動産を取得する場合、ノン・リコース条件（担

保不動産の収益ならびに売却代金のみを回収原資とする条件、責任財産限定型ローンともいいます）のローンで資金調達

する場合があります。この場合、ノン・リコース条件に対する例外として、借り手及びアセット・マネージャーをはじめ

とする借り手側の関係者の詐欺行為や故意・重過失による不法行為又は環境汚染等を理由として貸し手に発生した損害等

を補填する補償責任を投資家およびアセット・マネージャーである当社グループに要求できることとなっております。こ

の責任はローン債務の履行を一般的に保証するものでありませんが、当社グループの重過失等によりそのような損害が発

生した場合に当社が補償責任を負担する可能性があります。

⑫ 匿名組合営業者からの預り金について

当社グループは、アセット・マネージメント事業の取引先である匿名組合営業者の一部より、投資による回収資金等を

預り金として必要に応じて預っており、貸借対照表上流動負債「その他」として計上しております。

当社グループは、上記預り金を当社グループ企業固有の預金口座とは別に代理人口の名称を冠した当社グループ企業名

義の専用口座（専用口座内における資金移動は指定された担当者のみが権限を与えられております。）にて管理し、顧客

投資家に適宜配当して預り金の減少に努めております。

しかしながら、決算期末、中間決算期末、第 1 四半期末あるいは第 3 四半期末の直前に多額の不動産の売却が発生し、

売却代金等が専用口座に滞留する場合は、期末の預り金が異常に増加して当社グループの実態を反映していない資産規模

に膨らみ、自己資本比率等の財務諸比率に影響を与える可能性があります。

なお、当社グループは、上記預り金を当社グループに預けている匿名組合営業者の社員持分を保有しておりません。

参考までに、匿名組合営業者からの預り金を除いた場合の調整後総資産・調整後自己資本比率（平成 19 年 8 月期まで



(株)エムケーキャピタルマネージメント(2478) 平成 20 年 8月期中間決算短信

- 9 -

は個別ベース、平成 20 年 2月中間期は連結ベース）は次のとおりとなります。

専用代理人口座による匿名組合営業者からの預り金の一般的な管理スキームについて

⑬ 利益還元に関する方針について

当社グループは、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の一つとして

位置付けております。当社グループは現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事

業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容の拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながるとの認

識から、創業以来配当を実施しておりませんでしたが、株主への利益還元の一環として、前期から配当を開始しており

ます。

⑭ ストックオプションの行使など株式の希薄化に係る影響

当社は、平成 16 年 8月 4日開催の臨時株主総会の特別決議及び平成 16 年 8月 27 日開催の取締役会決議、平成 17 年 5

月 31 日開催の臨時株主総会の特別決議及び平成 17 年 8月 4日開催の取締役会決議、平成 17 年 11 月 24 日開催の定時株

主総会の特別決議及び同日開催の取締役会決議、平成 18 年 11 月 22 日開催の定時株主総会及び平成 18 年 12 月 18 日開催

の取締役会決議、並びに平成19年11月27日開催の定時株主総会及び平成19年12月17日開催の取締役会決議に基づき、

当社の取締役、従業員及び入社予定者に対し、新株予約権（ストックオプション）の付与を行っております。

中間決算短信発表日現在において新株予約権の目的となる株式の数は 5,579 株であり当該株式数は発行済株式総数の

平成 16 年
8月期

平成 17 年
8月期

平成 18 年
8月期

平成 19 年
8月期

平成 20 年
2月中間期
（連結）

総資産額 （千円） 3,208,848 1,377,543 8,463,633 15,259,419 14,360,822
控除：匿名組合営業者からの預り金

(千円）
2,471,460 76,354 350,373 190,007 39,405

調整後総資産額 （千円） 737,387 1,301,188 8,113,259 15,069,412 14,321,416
純資産額 （千円） 235,538 662,597 3,981,492 7,659,165 9,145,708
調整後自己資本比率 （％） 31.9 50.9 49.1 50.8 63.9

匿名組合営業者

匿名組合員（投資家）

当社グループ

アセット・マネージャー

不動産

の買主

不動産

の売主 営業者専用

代理人口座

PM 会社・ビルメンテナンス業者・

テナント・工事業者等

当社グループ

運転資金口座

匿名組合出資

（当社グループが管理している銀行口座）

アセット・マネージメント

フィーの支払

不動産購入に必要な資金の

振込（仲介手数料、不動産取

得税、改修工事料等）

配当（賃料収入から管理費等を

引いた額）の振込

購
入
代
金
支
払

購
入
代
金
支
払

アセット・マネージメント契約
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9.7％に相当しております。当社の株価が行使価格を上回り、かつ権利行使についての条件が満たされ、これら新株予約

権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化することになります。

⑮ 構造計算書偽装問題への対応について

国土交通省のホームページにおいて平成 20 年 3月 21 日 17 時までに地方公共団体から構造計算書の偽装があったとし

て報告された物件として公表された物件（以下「偽装物件」といいます）、または構造耐力が不足しているとして公表さ

れた物件の中に、当社グループがアセット・マネージメント事業において現に受託している、または過去に受託していた

物件（以下「受託物件」といいます）、アセット・インキュベーション事業のため現に保有している、または過去に保有

していた物件（以下「保有物件」といいます）に該当するものはありません。

なお、構造計算書偽装問題に関して、当社グループの「受託物件」及び「保有物件」について以下のとおり対応してお

ります。

a. 受託物件

現に受託している「受託物件」ならびに既に売却した「受託物件」のうち現在も匿名組合営業者が売却先に対して建

物を対象とした瑕疵担保責任（注）を負っている物件について、以下の要領による確認を行っております。但し、受託

後建物を速やかに取り壊す場合は行っておりません。

確認の方法は、当社グループにて保管している範囲の書類（建築確認申請書、工事請負契約書、検査済証、竣工図等）

での確認および施工会社、建築設計事務所等に対する聞き取りにより、調査対象物件の建築主、施工会社、設計者、構

造計算書の作成者が「偽装物件」の「設計者」及び平成 18 年 9月 20 日の報道発表資料に記載の「関係者」あるいは「関

与」があるとされている者（以下「設計者」、「関係者」及び「関与」があるとされている者を「本件関係者」と総称

いたします）に該当しないかを確認しております。ただし、「受託物件」は現在開発中のものを除いて、建物を第三者

から取得しているため、構造計算書が当社グループに引き継がれていない場合もあります。この場合、法令及び条例上

の保存義務期間を経過しているために施工会社及び建築設計事務所が構造計算書を保存しておらず、追跡調査をしても

確認ができない場合があります。さらに、施工会社、建築設計事務所が移転、廃業等している場合は、施工会社、建築

設計事務所等に対する聞き取りもできない場合があります。

上記確認により、設計者は確認できたものの構造計算書の作成者を確認できなかった以下の 13 物件を除き、「本件

関係者」の関与は中間決算発表日現在認められておりません。

受託年月 受託物件数 建築確認取得年月

平成 18 年 1月 （※）1 昭和 56 年 5月
平成 19 年 2月 1 昭和 52 年 5月
平成 19 年 3月 1 平成 2年 9月
平成 19 年 7月 1 昭和 34 年 8月
平成 19 年 8月 1 昭和 48 年 9月
平成 19 年 9月 4 平成 3年 2月（2物件）、平成 3年 5月、平成 3年 11 月
平成 19 年 10 月 1 平成 12 年 4月
平成 19 年 11 月 3 昭和 63 年 2月、平成 2年 6月、平成 5年 2月

合計 13

(※) 既に売却した「受託物件」で、現在も匿名組合営業者が売却先に対して瑕疵担保責任を負っているものに

該当しております。

上記の「受託物件」の内、建築確認取得年月が平成 9年より前であるものについては、構造計算書の偽装が行われて

いる可能性は低いと判断されることから、投資家もリスクは少ないと判断して購入を承認したものであります（国土交

通省が公表している「偽装物件」のうち最も古い建築確認取得年は平成 9年となっております）。また、1件について

は、建築確認取得年月が平成 9年以降の物件ではありますが、当該物件は駐車場施設であるため、本偽装問題との直接

的な関連性は低いと判断されるものであり、投資家も購入を承認したものであります。

なお、本偽装問題の発生以降、顧客投資家への投資提案にあたっては、建物を取壊す場合を除いて、構造計算書を充

分に調査することとしており、構造計算書がない場合は、竣工図に含まれている構造図により確認する等代替的な手段
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により耐震強度に問題がないと判断できる場合に限って提案することとしております。ただし、代替的な手段がない場

合であっても顧客投資家が例外的に承認する場合は受託することもあります。

また、「受託物件」に関しては、当社グループがアセット・マネージャーとして善良なる管理者としての注意義務を

果たしている限り、当社グループに直接損害が及ぶことはないと当社グループでは判断しております。

ｂ．保有物件

過去に保有していた構造計算書の作成者を確認できなかった「保有物件」において、当社グループが売却先に対して

建物を対象とした瑕疵担保責任を負担している物件はありません。

また、現に保有している「保有物件」のすべてについて、「受託物件」と同じ要領にて確認しており、取得後直ちに

建物の取り壊しを予定している物件を除いて、１件について構造計算書の作成者を確認できておりませんが、建築確認

取得年月は昭和 46 年 4 月であることから、構造計算書の偽装が行われている可能性は低いと当社グループでは判断し

ております。なお、賃借人の移転後建物の取り壊しを予定しております。

なお、本偽装問題の発生以降、アセット・インキュベーション事業として物件を取得する場合は、「受託物件」と同

様に、建物を取壊す場合を除いて、構造計算書を充分に調査することとしており、構造計算書がない場合は、竣工図に

含まれている構造図により確認する等代替的な手段により耐震強度に問題がないと判断できる場合に限ることとして

おります。

しかしながら、万が一「受託物件」または「保有物件」に「本件関係者」の関与が判明した場合、あるいは「本件関

係者」以外の者が「受託物件」または「保有物件」について構造計算書の偽装を行っていたことが判明した場合は、当

社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（注）瑕疵担保責任

物件の引渡し時に明らかにされていなかった瑕疵（隠れた瑕疵）があった場合、売主が買主に対して負

う責任をいい、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない場合は、最低２年間負担する

必要があります。

⑯ 有害物質について

当社グループが土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託受益権を取得する場合において、当社

グループは有害物質の有無等について状況に応じた調査等を行っておりますが、以下のとおり損害を負担することになっ

た場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

土地については、産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性は否定できず、かかる有害物質が埋蔵されている場

合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替や浄化等が必要

となる場合には、予想外の費用が発生する可能性があります。さらにかかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合

には、直接的又は信託受託者を通じて間接的に当社グループ又は当社グループにアセット・マネージメント事業を委託し

ている匿名組合営業者が損害を賠償する義務を負担する可能性があります。土壌汚染については、土壌汚染対策法に規定

する特定有害物質にかかる一定の施設を設置していた場合や土壌の特定有害物質による汚染により人の健康にかかる被害

が生ずるおそれがあると認められる場合には、土地の所有者、管理者又は占有者等はかかる汚染の状況について調査報告

を命じられ、又は当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命じられることがあります。

この場合、当社グループ又は匿名組合営業者は支出を余儀なくされた費用についてその原因となった者やその他の者から

常に償還を受けられるとは限りません。

建物については、一般的に建材等にアスベスト、ＰＣＢその他の有害物質を含む建材又は設備が使用され、又は過去に使

用されていた可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合

には予想外の費用が発生する可能性があります。さらに、有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接的又は

信託受託者を通じて間接的に当社グループ又は匿名組合営業者がかかる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。

また、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産について大気、土壌、

地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務が課される可能性があります。
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⑰ 制度リスクについて

当社グループは、投資事業組合による投資スキームにかかわっておりませんが、匿名組合による投資スキームにはかか

わっております。これら投資スキームは、平成 19 年 9 月 30 日に施行された金融商品取引法を含む法的規制や会計制度の

変更に伴って、当社グループの投資スキームに何らかの影響が出る場合は、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社グループは、当社と子会社 4社および関連会社 7社で構成され、不動産の自己投資を行なうアセット・インキュベ

ーション事業、顧客投資家から受託した不動産について投資家ヴィークルを通じて運用・管理を行なうアセット・マネー

ジメント事業並びに投資ファンドに対する匿名組合出資及び不動産開発資金の融資（ビジネス・サポート・ローン）を行

なうその他の事業を営んでおります。

なお、上記の全ての事業について、前期（平成 19 年 8月期）までは株式会社エムケーキャピタルマネージメント 1社

で営んでおりましたが、平成 19 年 9月 30 日より金融商品取引法の施行にあわせて、同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

率化を目的として、平成 19 年 9月に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

ーキテクトを設立いたしました。

前者はアセット・マネージメント業務を、後者はコンストラクション・マネージメント業務（自己投資不動産及び顧客

投資家からの預り不動産について、開発、設計、デザイン及び仕様の監修・検討に係る業務）をそれぞれ行っております。

当社グループの状況を図示すると次のとおりであります。

（注）1 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は、連結子会社

に該当しております。

2 上記の関連会社はすべて持分法非適用関連会社であります。

3 当社グループにおいては、以下の理由により連結子会社の異動（連結子会社化及び連結子会社からの除外）が

発生する場合があります。

当社は、アセット・マネージメント事業において、顧客投資家に対して特別目的会社を利用した投資の提案

株式会社エムケーキャピタルマネージメント

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

アセット・マネージメント事業 その他の事業

投資ヴィークル

（連結子会社）

㈱ｴﾑｹｰﾚｵ

アセット・インキュベーション

事業

一般の不動産市場・不動産金融市場

投資ヴィークル
（関連会社）

(有)ｴﾑｹｰﾁｪﾘｰ
合同会社ｴﾑｹｰﾛｰﾀｽ

合同会社ｴﾑｹｰｵｰｸ

合同会社ｴﾑｹｰﾕﾆﾊﾞｰｽ

合同会社ｴﾑｹｰﾋﾞﾘｰ

合同会社ｱｲﾘｽ

投資ヴィークル

（関連会社）

ﾐﾙｺ・ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ

・ﾜﾝ合同会社

不動産売買

アセット・マネージメント 匿名組合出資

（連結子会社）

合同会社ｴﾑｹｰﾀﾞﾘｱ

ビジネス・

サポート・

ローン
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を行います。不動産を購入する際に最初に売買契約を締結して手付金を支払い、一定期間後に残金決済をする

取引形態がよく採用されますが、手付金支払の際は金額も小額なため、当社が単独で所要資金を特別目的会社

に融資することがあります。その場合において、当社が当該特別目的会社の融資の過半を占める等により支配

していると認定された場合には、当該特別目的会社は当社の連結子会社となります。一方、残金決済の時点で

特別目的会社は所要資金の大半を顧客投資家から匿名組合出資形態等により受入れる結果、その時点で当該特

別目的会社に対する支配が解消され、当社の連結子会社から除外されることになります。

３．経営方針

「（１）会社の経営の基本方針」から「（４）会社の対処すべき課題」までの各項目につきましては、平成 19 年 8月期

決算短信（平成 19 年 10 月 10 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.mkcm.biz/

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html



(株)エムケーキャピタルマネージメント(2478) 平成 20 年 8月期中間決算短信

- 15 -

４．中間連結財務諸表

（１）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成19年２月28日)

当中間連結会計期間末

(平成20年２月29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 5,597,214 4,091,351 3,805,155

２ 売掛金 185,227 64,588 123,769

３ 営業貸付金 1,199,519 924,793 1,155,928

４ 販売用不動産 ※１ 7,781,102 7,558,952 8,867,710

５ その他 359,713 731,499 462,708

貸倒引当金 △8,536 △6,112 △7,864

流動資産合計 15,114,242 98.2 13,365,071 93.1 14,407,406 94.4

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※２

(1) 建物 18,693 30,435 16,879

(2) 車両運搬具 5,726 3,229 3,842

(3) 器具備品 16,274 28,896 13,642

有形固定資産合
計 40,694 0.3 62,561 0.4 34,364 0.2

２ 無形固定資産 36,097 0.2 44,445 0.3 32,546 0.2

３ 投資その他の資
産

193,832 1.3 888,743 6.2 785,579 5.2

固定資産合計 270,624 1.8 995,750 6.9 852,491 5.6

資産合計 15,384,866 100.0 14,360,822 100.0 15,259,897 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年２月28日)

当中間連結会計期間末

(平成20年２月29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 3,689 3,634 ―

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 ※１ 148,178 ― ―

５ 未払法人税等 1,143,367 1,174,059 834,670

６ 預り金 428,755 ― ―

７ 賞与引当金 147,498 129,847 ―

８ その他 ※３ 206,580 169,269 575,860

流動負債合計 2,378,070 15.5 4,126,812 28.7 2,090,531 13.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※１ 1,970,000 ― 1,970,000

２ 長期借入金 ※１ 3,540,000 56,467 3,540,000

３ 匿名組合出資
預り金 ― 1,031,834 ―

固定負債合計 5,510,000 35.8 1,088,301 7.6 5,510,000 36.1

負債合計 7,888,070 51.3 5,215,113 36.3 7,600,531 49.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 2,088,200 13.6 2,128,536 14.8 2,104,743 13.8

２ 資本剰余金 2,412,950 15.7 2,417,471 16.8 2,412,950 15.8

３ 利益剰余金 2,989,156 19.4 4,560,132 31.8 3,119,071 20.4

株主資本合計 7,490,306 48.7 9,106,141 63.4 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 353 △160 △643

評価・換算差額
等合計 353 0.0 △160 △0.0 △643 △0.0

Ⅲ 新株予約権 6,136 0.0 38,727 0.3 23,245 0.2

Ⅳ 少数株主持分 ― ― 1,000 0.0 ― ―

純資産合計 7,496,796 48.7 9,145,708 63.7 7,659,366 50.2

負債純資産合計 15,384,866 100.0 14,360,822 100.0 15,259,897 100.0
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（２）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 7,471,493 100.0 8,541,168 100.0 8,647,025 100.0

Ⅱ 売上原価 4,273,244 57.2 5,136,560 60.1 4,695,416 54.3

売上総利益 3,198,249 42.8 3,404,607 39.9 3,951,609 45.7

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 ※1 629,786 8.4 761,896 8.9 1,095,027 12.7

営業利益 2,568,463 34.4 2,642,711 31.0 2,856,581 33.0

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 2,848 6,011 7,542

２ 受取配当金 8 6 25

３ 有価証券売却益 114 103 249

４ 雑収入 428 3,400 0.0 1,085 7,207 0.0 6,499 14,315 0.2

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 35,705 27,493 85,639

２ 株式交付費 18,135 664 18,468

３ 社債発行保証料 1,964 2,419 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 3,353 119,140 1.6 22,381 52,959 0.6 5,853 181,153 2.1

経常利益 2,452,723 32.8 2,596,959 30.4 2,689,744 31.1

Ⅵ 特別利益

１ 貸倒引当金戻入
益 ― 1,751 ―

２ 固定資産売却益 ※3 ― ― ― ― 1,751 0.0 1,193 1,193 0.0

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産除却損 ※2 ― 593 ―

２ 投資有価証券評
価損 ― ― ― 1,554 2,147 0.0 ― ― ―

税金等調整前中
間(当期)純利益 2,452,723 32.8 2,596,563 30.4 2,690,937 31.1

法人税、住民税
及び事業税 1,124,467 1,159,587 1,144,216

法人税等調整額 △118,283 1,006,183 13.5 △87,350 1,072,236 12.6 △27,948 1,116,267 12.9

少数株主損失 4,083 0.1 ― ― 4,083 0.1

中間(当期)純利
益 1,450,623 19.4 1,524,326 17.8 1,578,753 18.3
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（３）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年２月 28 日)

株主資本

資本金 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

中間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

中間純利益 1,450,623 1,450,623

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

―

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

1,028,700 1,028,700 1,450,623 3,508,023

平成19年２月28日残高(千円) 2,088,200 2,412,950 2,989,156 7,490,306

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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 2,057,400

中間純利益 1,450,623

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

5 6,136 △5,072 1,069

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

5 6,136 △5,072 3,509,092

平成19年２月28日残高(千円) 353 6,136 ― 7,496,796
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当中間連結会計期間(自 平成 19 年９月１日 至 平成 20 年２月 29 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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 23,793 4,521 28,315

剰余金の配当 △83,265 △83,265

中間純利益 1,524,326 1,524,326

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

―

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

23,793 4,521 1,441,061 1,469,376

平成20年２月29日残高(千円) 2,128,536 2,417,471 4,560,132 9,106,141

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19年８月31日残高(千円) △643 23,245 ― 7,659,366

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 28,315

剰余金の配当 △83,265

中間純利益 1,524,326

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

483 15,482 1,000 16,965

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

483 15,482 1,000 1,486,342

平成20年２月29日残高(千円) △160 38,727 1,000 9,145,708
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書(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当期
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当期
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）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成18年9月 1日
至 平成19年2月28日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年9月 1日
至 平成20年2月29日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

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 税金等調整前中間(当期)純
利益 2,452,723 2,596,563 2,690,937

２ 減価償却費 8,873 9,990 18,420
３ 貸倒引当金の増加額

(△は減少額) 5,774 △1,751 5,102

４ 賞与引当金の増加額
(△は減少額) 147,498 129,847 ―

５ 匿名組合投資損益 △178 △23,513 △7,814

６ 受取利息及び受取配当金 △2,857 △6,018 △7,567

７ 支払利息 35,705 27,493 85,639

８ 固定資産除却損 ― 593 ―

９ 有価証券売却益 ― △103 △249

10 投資有価証券評価損 ― 1,554 ―

11 株式交付費 18,135 664 18,468

12 融資手数料 20,800 ― 27,600

13 株式報酬費用 6,136 15,482 23,245

14 社債発行費償却 39,181 ― 39,181
15 売上債権の減少額

(△は増加額) △93,086 59,181 △31,627

16 営業貸付金の減少額
(△は増加額) △885,624 231,134 △842,033

17 たな卸資産の減少額
(△は増加額) △3,141,944 1,424,160 △4,228,552

18 前渡金の減少額(△は増加額) ― △324,044 ―

19 立替金の減少額(△は増加額) △3,324 25,600 △79
20 匿名組合出資の減少額

(△は増加額) △3,986 19,206 △591,299

21 仕入債務の増加額
(△は減少額) 1,603 △21,026 22,575

22 未払金の増加額(△は減少額) △59,663 △16,572 △78,837

23 預り金の増加額(△は減少額) 43,282 △156,228 △142,368
24 預り敷金の増加額

(△は減少額) 65,866 △21,109 30,159

25 前受金の増加額(△は減少額) ― △188,500 ―
26 匿名組合出資預り金の増加額

(△は減少額) ― 1,031,834 ―

27 その他 △43,798 △4,505 △83,764

小計 △1,388,882 4,809,933 △3,052,864

28 利息及び配当金の受取額 2,622 5,584 7,360

29 利息の支払額 △35,321 △20,622 △84,214

30 法人税等の支払額 △483,703 △820,096 △810,246

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー

△1,905,285 3,974,799 △3,939,964
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前中間連結会計期間

(自 平成18年9月 1日
至 平成19年2月28日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年9月 1日
至 平成20年2月29日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

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)

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 △5,190 △34,383 △5,190

２ 無形固定資産の取得による
支出 △14,288 △16,411 △15,013

３ 投資有価証券の取得による
支出 ― △690 △489

４ 投資有価証券の売却による
収入 354 209 845

５ 連結範囲の変更を伴う投資有
価証券の取得による収入 ― 1,000 ―

６ 出資金の払込による支出 △4,000 ― △11,000

７ 出資金の回収による収入 ― 1,500 ―

８ 信託預金の預入による支出 △18,928 △10,711 △21,694

９ 信託預金の払戻による収入 13,175 6,386 16,906

10 差入敷金保証金の支出 ― △97,619 ―
11 差入敷金保証金の回収による

収入 ― 210 ―

12 その他 △3,500 △1,200 14,048

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△32,378 △151,711 △21,588

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 3,540,000 56,467 3,540,000

３ 長期借入金の返済による支出 △2,876,498 △3,540,000 △3,024,676

４ 社債の発行による収入 2,340,818 ― 2,340,818

５ 社債の償還による支出 △410,000 ― △410,000

６ 株式の発行による収入 2,039,264 27,650 2,055,475

７ 配当金の支払額 ― △81,010 ―

８ その他 △20,800 ― △27,600

財務活動によるキャッシュ・
フロー

4,512,784 △3,536,892 4,754,017

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
(△は減少額) 2,575,120 286,196 792,464

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中間期
末(期末)残高

※１ 5,597,214 4,091,351 3,805,155
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（５）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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。

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数４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
合同会社エムケーダリア

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、当中間連結会計期間から
連結の範囲に含めております。

また、合同会社エムケーダリア
は、当中間連結会計期間に設立され
ており、東京都中野区所在の不動産
取得を目的として、投資家から匿名
組合出資を受けております。
当該投資家と (株)エムケーアセ

ットマネージメントは同社の株式
について各々50％を保有し、同社の
職務執行者を各々1名ずつ選定して
おります。同社の職務執行者は以上
2名で構成されており、かつ同社は、
当社及び(株)エムケーアセットマ
ネージメントから資金調達額の総
額の過半について融資を受けてい
ることから、実質的な支配関係が認
められ、当中間連結会計期間より連
結子会社に含めております。

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)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。
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前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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) 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
合同会社エムケーコスモス

（連結の範囲から除いた理由）
(有)エムケービーナス、(株)エムケ

ーレオ及び合同会社エムケーコスモ
スは小規模であり、総資産、売上高、
中間純損益（持分に見合う額）及び
利益剰余金（持分に見合う額）等は、
いずれも中間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。

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

合同会社エムケーユニバース

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は、中間純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であるため、持分法の適用から

除外しております。

(2) 主要な非連結子会社名
該当事項はありません。

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、中間純損益

(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。

(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。

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。
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前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 連結子会社の中間決算日等に関

する事項
連結子会社(有)エムケーチェリー

の中間決算日は11月30日でありま
す。中間連結財務諸表を作成するに
当たっては同日現在の中間財務諸表
を使用し、中間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。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

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、中間決算日は

11月30日としております。中間連結

財務諸表を作成するに当たっては同

日現在の中間財務諸表を使用し、中

間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。

連結子会社合同会社エムケーダリ

アの決算日は5月31日であり、中間決

算日は11月30日としておりますが、

同社の設立は当該中間決算日以降で

あるため、当社取得時の財務諸表を

基礎として、同日以降の連結上必要

な調整を行っております。

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の中間決算日

は、中間連結決算日と一致しており

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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前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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

イ.時価のあるもの

中間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）

ロ.―

ハ.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

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

イ.時価のあるもの

同左

ロ.時価のないもの

移動平均法による原価法

ハ.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

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

イ.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）

ロ.―

ハ.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
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前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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)

(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。

(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、中間連結会

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、中

間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) その他中間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)無形固定資産

①商標権

同左

②ソフトウェア

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

同左

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(5) その他中間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

社債発行費

―――――――

(ロ)無形固定資産

①商標権

同左

②ソフトウェア

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

社債発行費

支出時に全額費用処理してお

ります。
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前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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)

(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、当中間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。

(ロ)消費税等の会計処理

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。

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。

(ハ)匿名組合出資預り金の会計処理

―

(ハ)匿名組合出資預り金の会計処理

当社の連結子会社は匿名組合の営

業者としての業務を受託しており

ます。匿名組合の財産は、営業者に

帰属することから、匿名組合の全て

の財産及び損益は、連結財務諸表に

含め、総額にて表示しております。

匿名組合出資者からの出資金受入

れ時に「匿名組合出資預り金」を計

上し、匿名組合が獲得した純損益の

出資者持分相当額については、税金

等調整前当期純利益の直前の「匿名

組合損益分配額」に計上するととも

に同額を「匿名組合出資預り金」に

加減し、出資金の払い戻しについて

は、「匿名組合出資預り金」を減額さ

せております。

(ハ)匿名組合出資預り金の会計処理

―

５ 中間連結キャッシュ・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。

５ 中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

同左

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



(株)エムケーキャピタルマネージメント(2478) 平成 20 年 8月期中間決算短信

- 29 -

（６）中間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

前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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)

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「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
7,490,660 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、
当中間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。

― ―

（ストック・オプション等に関する
会計基準等）

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

これにより、営業利益、経常利益
及び税金等調整前中間純利益が
6,136千円減少しております。

― ―
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日)

（中間連結貸借対照表関係）
前中間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、当中間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、当中間連結会計期間末の「そ

の他の関係会社有価証券」の残高は、
13,412千円であります。

（中間連結貸借対照表関係）
前中間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、当中
間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、当中間連結会計期間末の「預

り金」の残高は、86,875 千円でありま
す

（中間連結損益計算書関係）
前中間連結会計期間まで、営業外

費用で表示しておりました「新株発
行費償却」は、当中間連結会計期間
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。

―

― （中間連結キャッシュ・フロー計算
書関係）

前中間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「前渡金の減少額(△
は増加額)」(前中間連結会計期間△
134,000千円)については、重要性が
増したため、当中間連結会計期間よ
り区分掲記しております。
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（７）中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年２月28日)

当中間連結会計期間末
(平成20年２月29日)

前連結会計年度末
(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3,540,000千円

及び社債1,970,000千円の担保に供して

いるものは、次のとおりであります。

販売用不動産 7,288,657千円

※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 3,595,377千円

※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

14,641千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

19,879千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

16,472千円

※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 ―

※３ 消費税等の取扱い

同左

４ 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、当中間連

結会計期間末において192,500千円であ

ります。

※３ ―

４ ―
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 132,543千円

租税公課 65,226千円
賞与引当金
繰入

147,498千円

貸倒引当金
繰入

5,774千円

※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。

役員報酬 109,300千円

給料手当 171,270千円
賞与引当金
繰入

129,847千円

※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 287,358千円

賞与 154,058千円

貸倒引当金
繰入 5,102千円

※２ ―

※３ ―

※２ 固定資産除却損の内容は、次
のとおりであります。
器具備品 593千円

※３ ―

※２ ―

※３ 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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間(自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年２月 28 日)

１．発行済株式に関する事項
前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

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

増加 減少
当中間連結
会計期間末

当中間連結
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
― ― ― ― ― 6,136

合計 ― ― ― ― ― 6,136

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成 19 年９月１日 至 平成 20 年２月 29 日)

１．発行済株式に関する事項
前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式
普通株式(株) 55,510 1,980 ― 57,490
合計 55,510 1,980 ― 57,490

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 1,980 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 株及び平成 19 年 12 月 31 日付における新株予約権の行使による増加 150 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
当中間連結
会計期間末

当中間連結
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
― ― ― ― ― 38,727

合計 ― ― ― ― ― 38,727

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) 基準日が当中間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中間連結会計期間後となるもの

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

増加 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

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金 5,597,214千円

現金及び
現金同等物 5,597,214千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金 4,091,351千円

現金及び
現金同等物 4,091,351千円

※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 3,805,155千円

現金及び
現金同等物 3,805,155千円

(リース取引関係)
前中間連結会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日）
リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。

当中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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)

前中間連結会計期間末（平成 19 年 2月 28 日現在）

１ 時価のある有価証券

その他有価証券

区分 取得原価
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額 (千円)

差額
(千円)

① 株式 3,295 3,892 596

② 債券 － － －

③ その他 － － －

計 3,295 3,892 596

２ 時価評価されていない主な有価証券
その他有価証券

内容 中間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） 46,643

関係会社株式（非上場株式） 1,000

その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金） 10,912

その他の関係会社有価証券（合同会社に対する持分） 2,500

計 61,055

当中間連結会計期間末（平成 20 年 2月 29 日現在）

１ 時価のある有価証券

その他有価証券

区分 取得原価
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額 (千円)

差額
(千円)

① 株式 1,890 1,620 △270

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 1,890 1,620 △270

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後のものであります。なお、当中間連結会計期間において減損処

理を行い、投資有価証券評価損1,554千円を計上しております。

２ 時価評価されていない主な有価証券
その他有価証券

内容 中間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） 228,243

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） 428,568

その他の関係会社有価証券（合同会社に対する持分） 4,700

計 663,761
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前連結会計年度末（平成 19 年 8月 31 日現在）

１ 時価のある有価証券

その他有価証券

区分 取得原価
(千円)

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主な有価証券
その他有価証券

内容 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

計 657,564

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28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。

当中間連結会計期間末（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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。

前連結会計年度末（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)

前中間連結会計期間（自 平成 18 年 9月 1日 至 平成 19 年 2月 28 日）

１．当該中間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 6,136千円

２．ストック・オプションの内容及び規模

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 331,328 円

付与日における公正な評価単価 164,345 円

(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。
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当中間連結会計期間（自 平成 19 年 9月 1日 至 平成 20 年 2月 29 日）

１．当該中間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 15,482千円

２．ストック・オプションの内容及び規模

会社名 提出会社

決議年月日 平成 19 年 11 月 27 日

付与対象者の区分及び数
当社の取締役 2名
当社の従業員 18 名

ストック・オプション数 (注)１ 普通株式 400 株

付与日 平成 19 年 12 月 25 日

権利確定条件 (注)２

対象勤務期間
自 平成 19 年 12 月 25 日

至 平成 21 年 11 月 30 日

権利行使期間
自 平成 21 年 12 月 1日

至 平成 23 年 11 月 30 日

権利行使価格 200,300 円

付与日における公正な評価単価 72,297 円

(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。
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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．当該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・オプションの内容及び規模

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

権利行使価格 ― ― ― ― 331,328 円

付与日におけ

る公正な評価

単価

― ― ― ― 164,345 円

(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)

１．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28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
641,292 6,803,862 26,338 7,471,493 ― 7,471,493

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 641,292 6,803,862 26,338 7,471,493 ― 7,471,493

営業費用 210,045 4,332,855 12,817 4,555,718 347,311 4,903,030

営業利益 431,246 2,471,006 13,520 2,915,774 (347,311) 2,568,463

(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(347,311 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。

当中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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
1,588,636 6,863,018 89,513 8,541,168 ― 8,541,168

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,588,636 6,863,018 89,513 8,541,168 ― 8,541,168

営業費用 316,274 5,153,882 15,110 5,485,267 413,189 5,898,456

営業利益 1,272,362 1,709,136 74,402 3,055,900 (413,189) 2,642,711

(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(413,189 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
1,263,485 7,335,991 47,548 8,647,025 ― 8,647,025

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

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。

２．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日)
前中間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。

当中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日)
当中間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)
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。

３．海外売上高

前中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日)
前中間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。

当中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日)
当中間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)
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)

前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 137,241円85銭 １株当たり純資産額 158,392円44銭 １株当たり純資産額 137,562円98銭

１株当たり中間純利益 27,856円47銭 １株当たり中間純利益 26,696円35銭 １株当たり当期純利益 29,510円37銭

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 23,613円95銭 潜在株式調整後

１株当たり中間純利益 24,482円81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株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益(千円) 1,450,623 1,524,326 1,578,753

普通株式に係る
中間(当期)純利益(千円) 1,450,623 1,524,326 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) 52,074 57,098 53,498

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益金額
中間(当期)純利益調整額

（千円）
― ― ―

普通株式増加数(株) 9,355 5,162 8,711

（うち新株予約権（株）） 9,355 5,162 8,711

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

― ① 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

① 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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前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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)

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

―
② 新株予約権

株主総会の特別決議日

：平成 19 年 11 月 27 日

新株予約権の数：376 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 ：376 株

新株予約権の行使時の払込

金額 ：200,300 円

新株予約権の行使期間

：平成 21 年 12 月 １日から

平成23年11月30日まで

② ―
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(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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)重要な連結範囲の変更
当社の連結対象子会社である㈱

エムケーレオは、平成20年3月26日

をもって連結対象から除外されて

おります。

同社については、平成19年6月27

日付で契約をした不動産売買契約

により取得する予定であった不動

産につき重要性が認められたため

連結対象としたものでありますが、

平成20年2月21日及び3月26日付で

当該不動産売買契約を合意解約し

たことにより同社で当該不動産を

購入する見込みが無くなったため、

重要性の観点から連結対象から除

外するものであります。

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。

(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％）
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前中間連結会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 ㈱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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５．中間個別財務諸表

（１）中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年２月28日)

当中間会計期間末

(平成20年２月29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 5,585,936 3,525,465 3,584,459

２ 売掛金 185,227 4,114 123,769

３ 営業貸付金 1,199,519 2,465,793 1,155,928

４ 販売用不動産 ※1 7,781,102 5,023,660 8,867,710

５ その他 371,383 894,952 462,708

貸倒引当金 △9,196 △16,660 △7,864

流動資産合計 15,113,973 98.2 11,897,325 91.6 14,186,711 93.0

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※2

(1) 建物 18,693 15,680 16,879

(2) 車両運搬具 5,726 3,229 3,842

(3) 器具備品 16,274 25,459 13,642

有形固定資産合
計 40,694 0.3 44,370 0.3 34,364 0.2

２ 無形固定資産 36,097 0.2 44,445 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 ― 433,268 421,883

(2) 関係会社長期
貸付金 ― ― 220,000

(3) その他 193,832 575,749 365,232

貸倒引当金 ― ― △1,320

投資その他の資
産合計 193,832 1.3 1,009,017 7.8 1,005,796 6.6

固定資産合計 270,624 1.8 1,097,833 8.4 1,072,708 7.0

資産合計 15,384,597 100.0 12,995,159 100.0 15,259,419 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年２月28日)

当中間会計期間末

(平成20年２月29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 3,689 4,253 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 ※1 148,178 ― ―

５ 未払法人税等 1,143,367 1,062,672 834,647

６ 預り金 428,726 ― 243,104

７ 賞与引当金 147,498 118,442 ―

８ その他 ※3 206,486 146,075 307,842

流動負債合計 2,377,947 15.5 3,981,443 30.6 2,090,254 13.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※1 1,970,000 ― 1,970,000

２ 長期借入金 ※1 3,540,000 ― 3,540,000

固定負債合計 5,510,000 35.8 ― ― 5,510,000 36.1

負債合計 7,887,947 51.3 3,981,443 30.6 7,600,254 49.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 2,088,200 13.6 2,128,536 16.4 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 15.7 2,417,471 18.6 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 2,989,009 4,429,139 3,118,869

利益剰余金合計 2,989,009 19.4 4,429,139 34.1 3,118,869 20.4

株主資本合計 7,490,159 48.7 8,975,148 69.1 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 353 △160 △643

評価・換算差額
等合計 353 0.0 △160 △0.0 △643 △0.0

Ⅲ 新株予約権 6,136 0.0 38,727 0.3 23,245 0.2

純資産合計 7,496,650 48.7 9,013,715 69.4 7,659,165 50.2

負債純資産合計 15,384,597 100.0 12,995,159 100.0 15,259,419 100.0
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（２）中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間

(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 7,471,413 100.0 8,284,748 100.0 8,646,945 100.0

Ⅱ 売上原価 4,273,244 57.2 5,315,902 64.2 4,695,416 54.3

売上総利益 3,198,169 42.8 2,968,846 35.8 3,951,529 45.7

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 626,197 8.4 568,397 6.8 1,091,926 12.6

営業利益 2,571,972 34.4 2,400,449 29.0 2,859,602 33.1

Ⅳ 営業外収益 ※1 4,799 0.1 19,372 0.2 17,591 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※2 118,459 1.6 50,981 0.6 180,473 2.1

経常利益 2,458,311 32.9 2,368,840 28.6 2,696,720 31.2

Ⅵ 特別利益 ※3 ― ― ― ― 1,193 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 ― ― 2,147 0.0 ― ―

税引前中間(当
期)純利益 2,458,311 32.9 2,366,692 28.6 2,697,914 31.2

法人税、住民税
及び事業税 1,125,492 1,048,179 1,144,143

法人税等調整額 △118,796 1,006,696 13.5 △75,022 973,157 11.8 △27,704 1,116,438 12.9

中間(当期)純利
益 1,451,615 19.4 1,393,534 16.8 1,581,475 18.3
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（３）中間株主資本等変動計算書

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

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他
利益剰余金

資本金
資本準備金

繰越利益剰余金

株主資本合計

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1,028,700 1,028,700 2,057,400

中間純利益 1,451,615 1,451,615

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

―

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

1,028,700 1,028,700 1,451,615 3,509,015

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

評価・換算
差額等

その他有価証
券評価差額金

新株予約権 純資産合計

平成18年８月31日残高(千円) 347 ― 3,981,492

中間会計期間中の変動額

新株の発行 2,057,400

中間純利益 1,451,615

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

5 6,136 6,142

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

5 6,136 3,515,157

平成19年２月28日残高(千円) 353 6,136 7,496,650
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当中間会計期間(自 平成 19 年９月１日 至 平成 20 年２月 29 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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 23,793 4,521 28,315

剰余金の配当 △83,265 △83,265

中間純利益 1,393,534 1,393,534

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

―

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

23,793 4,521 1,310,269 1,338,585

平成20年２月29日残高(千円) 2,128,536 2,417,471 4,429,139 8,975,148

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 28,315

剰余金の配当 △83,265

中間純利益 1,393,534

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

483 15,482 15,965

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

483 15,482 1,354,550

平成20年２月29日残高(千円) △160 38,727 9,013,715
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（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

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

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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（４）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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.資産の評価基準及び評価方法

(１)有価証券

①その他有価証券

イ．時価のあるもの

中間決算期末日の市場価格に基

づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動

平均法により算出)

ロ.―

ハ．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.資産の評価基準及び評価方法

(１)有価証券

①その他有価証券

イ．時価のあるもの

同左

ロ．時価のないもの

移動平均法による原価法

ハ.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.資産の評価基準及び評価方法

(１)有価証券

①その他有価証券

イ.時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく

時価法

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算出）

ロ.―

ハ.匿名組合出資金の会計処理

同左

②―

(２)たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法によってお

ります。

(２)たな卸資産

販売用不動産

同左

(２)たな卸資産

販売用不動産

同左

２.固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物 : ８年～18年

車両運搬具：６年

器具備品 ：５年～15年

２.固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

同左

２.固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産

同左

(２)無形固定資産

①商標権

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)無形固定資産

①商標権

同左

(２)無形固定資産

①商標権

同左
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前中間会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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.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ソフトウェア
同左

３.引当金の計上基準
(１)貸倒引当金

同左

②ソフトウェア
同左

３.引当金の計上基準
(１)貸倒引当金

同左

(２)賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しており

ます。

なお、賞与の支給対象期間と会計

期間は同一であり、中間会計期間に

おいては、会計年度末における賞与

支給見込額のうち、中間期の負担額

を計上しております。

(２)賞与引当金

同左

(２)賞与引当金

―

４.リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

４.リース取引の処理方法

同左

４.リース取引の処理方法

同左

５.その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

(１)繰延資産の処理方法

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。

５.その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

(１)繰延資産の処理方法

株式交付費

同左

社債発行費

―

５.その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(１)繰延資産の処理方法

株式交付費

同左

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、当中間会計期間の負担す

べき期間費用として処理しており

ます。

(２)消費税等の会計処理

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。

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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（５）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日)

前事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する

金額は7,490,513千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。

― ―

（ストック・オプション等に関する

会計基準等）

当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成 17 年 12 月

27 日 企業会計基準第 8号)及び「ス

トック・オプション等に関する会計

基準の摘要指針」(企業会計基準委員

会 最終改正平成18年5月31日 企

業会計基準適用指針第 11 号)を適用

しております。
これにより、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が6,136千円

減少しております。

― ―

表示方法の変更

前中間会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日)

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末において区分掲

記しておりました「その他の関係会

社有価証券」につきましては、資産

の総額の100分の5以下であるため、

当中間会計期間より投資その他の資

産の「その他」に一括して表示する

ことと致しました。

なお、当中間会計期間末の「その

他の関係会社有価証券」の残高は、

13,412千円であります。

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末において区分掲

記しておりました「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、当中間会

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、当中間会計期間末の「預り

金」の残高は、44,300千円でありま

す。
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（６）個別財務諸表に関する注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
(平成19年２月28日)

当中間会計期間末
(平成20年２月29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3,540,000千円
及び社債1,970,000千円の担保に供して
いるものは、次のとおりであります。

販売用不動産 7,288,657千円

※１ 担保資産及び担保付債務
短期借入金680,000千円及び一年以内

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 3,596,389千円

※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
14,641千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額
18,723千円

※２ 有形固定資産の減価償却累額
16,472千円

※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 ―

※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、当中間会計期
間末において147,500千円であります。

※３ ―

４ ―
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 営業外収益のうち主な項目

受取利息 4,247千円

※１ 営業外収益のうち主な項目

受取利息 8,769千円

雑収入 10,492千円

※１ 営業外収益のうち主な項目

受取利息 10,818千円

※２ 営業外費用のうち主な項目

支払利息 35,025千円
融資手数料
社債発行費償却
株式交付費

20,800千円
39,181千円
18,135千円

※２ 営業外費用のうち主な項目

支払利息 27,493千円

雑損失 17,904千円

※２ 営業外費用のうち主な項目

支払利息 84,959千円
融資手数料
社債発行費償却
株式交付費

27,600千円
39,181千円
18,468千円

※３ ― ※３ ― ※３ 特別利益の主な内訳

固定資産売却益 1,193千円

※４ ― ※４ 特別損失の主な内訳

固定資産除却損 593千円
投資有価証券
評価損 1,554千円

※４ ―

５ 減価償却実施額

有形固定資産の
減価償却実施額 4,743千円

無形固定資産の
減価償却実施額 4,130千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産の
減価償却実施額 4,321千円

無形固定資産の
減価償却実施額 4,512千円

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

（中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日)
自己株式に関する事項

該当事項はありません。
当中間会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日)
自己株式に関する事項

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)

自己株式に関する事項
該当事項はありません。

（リース取引関係）

前中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日）
リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。

当中間会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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）

前中間会計期間末（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日）
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当中間会計期間末（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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。

前事業年度末（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）
前中間会計期間

(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 137,239円16銭 １株当たり純資産額 156,113円90銭 １株当たり純資産額 137,559円36銭

１株当たり中間純利益 27,875円52銭 １株当たり中間純利益 24,405円72銭 １株当たり当期純利益 29,561円24銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

23,630円10銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

22,382円11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株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

前中間会計期間
(自 平成18年9月１日
至 平成19年2月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年9月１日
至 平成20年2月29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株当たり中間(当期)純利益
金額

中間(当期)純利益（千円） 1,451,615 1,393,534 1,581,475

普通株式に係る
中間(当期)純利益（千円）

1,451,615 1,393,534 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） 52,074 57,098 53,498

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益金額
中間(当期)純利益調整額

（千円）
― ― ―

普通株式増加数(株) 9,355 5,162 8,711

（うち新株予約権（株）） 9,355 5,162 8,711

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

― ① 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

① 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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前中間会計期間
(自 平成18年9月１日
至 平成19年2月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年9月１日
至 平成20年2月29日)

前事業年度
(自 平成18年9月１日
至 平成19年8月31日)

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

― ② 新株予約権

株主総会の特別決議日

：平成 19 年 11 月 27 日

新株予約権の数：376 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 ：376 株

新株予約権の行使時の払

込金額 ：200,300 円

新株予約権の行使期間

：平成 21 年 12 月 １日から

平成23年 11月 30日まで

② ―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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日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％）
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前中間会計期間
(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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 ㈱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

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。
（単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間

(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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)

アセット・マネージメント事業 641,292 1,588,636 1,263,485

アセット・インキュベーション事業 6,803,862 6,863,018 7,335,991

その他の事業 26,338 89,513 47,548

合計 7,471,493 8,541,168 8,647,025

（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

相手先
前中間連結会計期間

(自 平成18年９月１日
至 平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29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)

矢作地所(株) ― 3,200,608 ―

ブレーンバンク(株) ― 1,795,082 ―

三菱地所(株) ― 966,312 ―

(株)ミヤビエステック ― 875,125 ―

(有)エムケーインベストメント 185,885 503,061 296,692

(有)ティオマン 5,120,000 ― 5,120,000

(株)ビクトリア 1,453,444 ― 1,453,444

(有)エムケーマーキュリー 49,011 ― 49,011


