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（百万円未満切捨て） 
１．20年 8月期の連結業績（平成 19年 9月 1日～平成 20年 8月 31日） 
(1)連結経営成績                                （％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 

 百万円    ％ 
 

  

百万円    ％ 
 

百万円    ％ 
 

百万円   ％ 
       20年 8月期 

19年 8月期 
   10,461       21.0 
    8,647      243.6 

 

2,685     △6.0 
   2,856    70.5 

2,602   △3.2 
2,689    78.5 

1,498   △5.1 
   1,578    78.9 

 
        

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ 
     

     

％ 
     

     

％ 
     

     
20年 8月期 
19年 8月期 

26,124 94 
29,510  37 

 

24,309 82 
25,377  89 

 

17.9 
27.2 

          27.2 

18.3 
22.7 

          22.7 

25.7 
33.0 

         33.0 (参考) 持分法投資損益       20年 8月期    ―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 8月期 
19年 8月期 

13,116 
         15,259 

  9,148 
7,659 

 69.3 
50.0  

          50.0  

156,774 39 
       137,562  98 
 (参考) 自己資本          20年 8月期         9,088百万円  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 8月期 
19年 8月期 

    3,544 
△3,939 

   △377 
          △21 

 △3,061 
         4,754 

  3,818 
         3,805 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金 
総額 

(年間) 

配当性向 
（連結） 

 
純資産 
配当率 

（連結） 

（基準日） 
第一 

四半期 
第二 
四半期 

第三 
四半期 

期末 年間 
 

 

 

 円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ 

      

      

％ 

      

      

19年 8月期 
20年 8月期 

 
 
 

― 
― 

― 
― 

― 
  ― 

1,500 00 
1,500 00 

1,500 00 
1,500 00 

 

83 
86 

 
 

5.3 
5.7 

1.3 
1.0   

21年 8月期 
（予想） 

― 
 

― 
  

― 
 

1,500 00 
 

1,500 00 
 

 
28.3 

 
 

 
３．21年 8月期の連結業績予想（平成 20年 9月 1日～平成 21年 8月 31日） 

（％表示は、通期は対前期、第 2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 
 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 
第 2四半期連
結累計期間 
通    期 

4,494 △47.4 
 

11,710  11.9 

117 △95.6 
 

655 △75.6 
 

48 △98.1 
 

550 △78.9 

28 △98.1 
 

321 △78.5 

471  22 
 

5,303  48 
(注) 1 株当たり当期純利益は、新株予約権行使により平成 20 年 9 月 30 日に増加した株数 2,700 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) 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（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   無 

 
(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 8月期    57,970 株  19年 8月期  55,510 株 
②期末自己株式数  20年 8月期        ― 株  19年 8月期    ― 株 

 (注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、45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 
 

１.20年 8月期の個別業績(平成 19年 9月 1日～平成 20年 8月 31日) 
(1)個別経営成績                             （％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 

 百万円    ％ 

 

  

百万円    ％ 

 

百万円    ％ 

 

百万円     ％ 

       20年 8月期 
19年 8月期 

9,902    14.5 
 8,646    247.9 

2,408   △15.8 
2,859    72.2 

2,338   △13.3     
 2,696     70.5 

  1,334    △15.6 
   1,581       71.4 

1,581       71.4 
 

 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 

 

円 銭 円 銭 

20年 8月期 
19年 8月期 

23,259 06 
         29,561  24 

21,643 06 
        25,421  64  

(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 
19年 8月期 

12,754 
15,259 
15,259 

8,985 
7,659 

70.0 
50.0 

153,953  97 
     137,559   36 

(参考) 自己資本       20年 8月期       8,924百万円  19年 8月期       7,635百万円   
２．21年 8月期の個別業績予想（平成 20年 9月 1日～平成 21年 8月 31日） 

（％表示は、通期は対前期、第 2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）  
 

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 
第 2四半期累

計期間 
通    期 

  3,844 △53.6 
 

 10,043  1.4 

△200   ― 
 

△352   ― 

△197   ― 
 

△313   ― 

△115   ― 
 

△183   ― 

△1,903 55 
 

△3,024 36 
  （注） 1 株当たり当期純利益は、新株予約権行使により平成 20 年 9 月 30 日に増加した株数 2,700 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、３ページ「１.経営成績（１）経営成

績に関する分析」をご覧下さい。 
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１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

① 業績の概況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界的な金融危機及び原油

価格を始めとする資源価格の高騰等の影響で、企業収益が圧迫されつつあることから、景気後退局面を迎えている状況

であります。 

当社グループが属する不動産及び不動産金融業界においては、世界的な金融危機の影響で海外からの投資資金の流入

が縮小しつつあることに加え、日本国内における金融機関の不動産関連融資姿勢が厳格化したこともあり、不動産取引

が手控えられ一時的な混乱状態にあります。また、建築資材の高騰及び建築基準法の改正による建築確認申請手続きの

長期化により、当業界に属する企業における不動産開発事業の収益力が低下している他、金融商品取引法の施行にとも

ない、より透明性の高い不動産取引が求められていることも、不動産取引が一時的に減少した要因といえます。 

このような状況のもと、当社グループは、グループならではのバリューアップを施すことで「アセット・インキュ

ベーション事業」においては自己投資不動産の価値を、「アセット・マネージメント事業」においては顧客投資家から

の受託不動産の価値を高めることで、引き続き高い収益力を維持いたしました。 

アセット・インキュベーション事業においては、市況の悪化に迅速に対応し、テナントの移転交渉を早期に完了す

るなど物件の早期のバリューアップに注力し、売却活動を強化することで、自己投資不動産の売却を促進いたしました。

当連結会計年度においては、東京都大田区、渋谷区及び名古屋市中区等の 7物件（またはプロジェクト）の売却を達成

しております。 

一方、購入活動においては、当社グループが土地の仕入れから建物のデザイン及び仕様を監修した一連のプロジェ

クトである『フレッジオ（自由に使える空間という意味の造語）』シリーズの第一弾として、名古屋市中区の物件を取

得し、他の物件にはないデザイン及びクオリティを持ち合わせた収益物件として運用を開始しております。 

以上の結果、アセット・インキュベーション事業における売上高は 8,405,639千円（前年同期比 14.6％増）、営業利

益は 2,007,902千円（前年同期比 21.4％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、顧客投資家から受託をしている不動産について様々な売却提案を行なっ

た結果、東京都渋谷区の不動産などの売却に至り、前年度を上回るインセンティブ・フィー及びディスポジション・フ

ィーを獲得するに至りました。その一方で、今後の不動産市況の変動に備え、特別目的会社に対する営業貸付金につい

て、貸倒引当金を積み立てております。その結果、当事業における売上高は 1,937,877 千円（前年同期比 53.4％増）、

営業利益は 1,314,575 千円（前年同期比 47.0％増）となりました。なお、受託不動産の売却が進んだ結果、当連結会

計年度末の受託資産残高は 76,634,045千円（前年同期比 25.2％減）となっております。 

その他の事業においては、介護付き有料老人ホーム等の施設及びロードサイドに所在するコンビニエンス・ストア等

の施設を投資対象とする不動産投資ファンドへの投資を継続しており、当不動産投資ファンドからの匿名組合出資利益

の他、仲介手数料収入等と合わせて、売上高は 117,821 千円(前年同期比 147.8％増)、営業利益は 94,474 千円（前年

同期比 353.7％増）を計上しております。 

以上の結果、当連結会計年度の実績は、売上高 10,461,337千円(前年同期比 21.0％増)、経常利益は 2,602,734千円

(前年同期比 3.2％減)、当期純利益は 1,498,997千円(前年同期比 5.1％減)となっており、特別目的会社に対する営業

貸付金に係る貸倒引当金の設定もあり、平成 20年 6月 30日に公表した業績予想と比して、各々下回ることとなりまし

た。 

  

② 事業の種類別セグメントの業績 

当連結会計年度における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
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（アセット・インキュベーション事業） 

当連結会計年度は、東京都大田区所在の土地等をバリューアップの上売却したことによる不動産売却収入及び保有

物件の賃料収入等を計上したことにより、アセット・インキュベーション事業の売上高は 8,405,639 千円（前年同期

比 14.6％増）、営業利益は 2,007,902千円（前年同期比 21.4％減）となっております。 

 

（アセット・マネージメント事業） 

当連結会計年度は、預り資産の売却によりインセンティブ・フィー及びディスポジション・フィーについて、前連

結会計年度以上の実績を達成しております。以上の結果、アセット・マネージメント事業の売上高は 1,937,877 千円

（前年同期比 53.4％増）、営業利益は 1,314,575千円（前年同期比 47.0％増）となっております。 

(その他の事業） 

当連結会計年度は、ファンド投資利益、ビジネス・サポート・ローンの金利収入等及び仲介手数料などの収入を計

上した結果、その他の事業の売上高の計上は 117,821 千円（前年同期比 147.8％増）、営業利益は 94,474 千円（前年

同期比 353.7％増）となっております。 

③ 次期の見通し 

現在の当社グループを取り巻く事業環境は、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界的な金融危機によ

る金融市場の混乱とそれに伴う不動産市場の調整により、一年前とは様相が激変しております。当社グループでは、

特に昨年夏以降、新規物件取得に対して慎重な姿勢をとるとともに、物件の売却を進めてまいりましたが、当社グル

ープの予想をはるかに超えて、世界の金融市場は未曾有の規模とスピードで急激な調整局面を迎えております。その

一方で、現在の不動産市場の急激な調整は、金融市場が有効に機能していないことにより買い手が限られていること

が主な理由であると認識しております。さらに、依然として、資金力に富む顧客投資家の国内不動産への投資意欲は

根強いものがあり、運用対象として国内不動産が魅力的であることに本質的変化はないものと考えております。この

ような状況を踏まえ、国内有数の不動産アセット・マネージメント会社としての地位を構築するべく、以下の３つの

ポイントを、次期の経営課題として掲げ、事業展開を図ってまいります。 

・ アセット・インキュベーション事業における販売用不動産全6プロジェクトの売却 

・ 有利子負債の完済 

・ アセット・マネージメント事業への経営資源の集中 

これらの３つの次期経営課題の実行により、スリム（Slim）でシンプル（Simple）かつ健全（Sound）な３Ｓの財

務特性を有する企業グループとして経営を行っていく方針であります。これは、現在のような世界的金融収縮に陥っ

ている状況においては、顧客投資家がアセット・マネージメント会社を選別する基準として、高い財務安定性が要求

されているためであります。なお、目標とする経営指標としては、50％以上の自己資本比率を維持していくことを掲

げております。上記のポイントを次期の経営課題に掲げることができるのは、当社グループの財務内容が、以下の特

徴を有しているからできることであると考えております。 

・ 自己投資事業（アセット・インキュベーション事業）における低水準の販売用不動産（平成20年8月期にお

ける総資産に占める販売用不動産の割合47.3％） 

・ 低水準の有利子負債（平成20年8月期における総資産に占める有利子負債の割合24.3％） 

・ 高水準の自己資本比率（平成20年8月期69.3％） 

当社グループといたしましては、前述の３つの次期経営課題をいち早く実行に移していき、アセット・マネージメ

ント事業における預り資産の積み上げとアセット・マネージメント事業のビジネスモデルの多様化に努め、『健全な

財務内容を持つ、国内有数の不動産アセット・マネージメント会社』としての地位を構築するべく努力していく所存

であります。 

自己投資事業（アセット・インキュベーション事業）の販売用不動産を今期中に全て売却するため、現在の世界的

金融危機により混乱している市場においては、当初想定していた価格では売却が困難となることも予想されるため、
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販売価格を見直しております。また、アセット・マネージメント事業においても、顧客投資家は市場の動向を見なが

ら投資を進めていく傾向にあります。そのため、当社グループの主力事業であるアセット・マネージメント事業、ア

セット・インキュベーション事業ともに、今期は調整の年になると考えております。 

これらの点を踏まえ、通期の業績につきましては、売上高11,710,494千円、経常利益550,021千円、当期純利益

321,762千円と予想しております。 

なお、上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。

予想には様々なリスクや不安定要素等が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性がありま

す。 

 

 (２)財政状態に関する分析 

(流動資産) 

  当連結会計年度末における流動資産の残高は 11,966,362 千円と、前連結会計年度末比 16.9％、2,441,044 千円減少

しました。これは主に、アセット・インキュベーション事業での自己投資案件として購入した販売用不動産の売却が進

んだ結果によるものであります。 

(固定資産) 

  当連結会計年度末における固定資産の残高は 1,150,227千円と、前連結会計年度末比 34.9％、297,736千円増加しま

した。これは主に、事務所の移転に伴ない建物（内部造作及び建物附属設備）が 67,260 千円増加し、新事務所に係る

差入敷金保証金として差し入れたものが 174,739千円あるためであります。 

(流動負債) 

  当連結会計年度末における流動負債の残高は 1,968,794千円と、前連結会計年度末比 5.8％、121,736 千円減少しま

した。これは、一年以内償還予定の社債 960,000千円を計上したのに対し、未払法人税等及び前受金が減少したためで

あります。 

(固定負債) 

  当連結会計年度末における固定負債の残高は 1,999,000千円と、前連結会計年度末比 63.7％、3,511,000千円減少し

ております。これは、販売用不動産購入のために長期借入金を 1,999,000千円調達をした一方、販売不動産の売却によ

り既存の社債及び長期借入金を償還及び返済したためであります。 

(純資産) 

当連結会計年度末における純資産の残高は 9,148,795千円と、前連結会計年度末比 19.4％、1,489,428千円増加しま

した。これは、新株予約権の行使に伴なう増資により、資本金及び資本剰余金が増加したことと、当期純利益の計上が

主な理由であります。 

 

 また、キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物については、販売用不動産の売却を行なう一方で、社債及び借入金を償

還及び返済した結果、期首残高に比べ 106,471千円増加し、当連結会計年度末には 3,818,468千円となりました。 

 当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は 3,544,938千円と、対前年同期比 7,484,903千円の増加となりました。 

これは、主に税金等調整前当期純利益 2,569,011千円を計上するとともに、販売用不動産の売却によりたな卸資産が

2,791,379千円減少することで収入があった一方、法人税等の支払 1,395,112千円などの支出があったためであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は 377,184千円と、対前年同期比 355,596千円の減少となりました。 

これは、主に事務所の移転等により、有形固定資産の取得による支出が 149,299 千円及び差入敷金保証金の支出が
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185,204千円あったことが主因であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は 3,061,282千円と、対前年同期比 7,815,300千円の減少となりました。 

これは主に、販売用不動産の売却に伴ない、購入時に起債及び調達をした社債及び借入金を返済したために減少した

ものであります。 

 

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 

８月期 

自己資本比率（％）   47.0 50.0 69.3 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
  224.5 72.4 34.0 

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率 
  ― ― 0.9 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
  ― ― 67.5 

 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）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。 

 

（３）利益の配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社グループは、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、なおいっそうの業容の拡

大を目指すことが株主への最大の利益還元につながると認識しております。その一方で、長期安定的な配当を行うことも

株主への利益還元として重要であると考えているため、1株当たり配当金を 1,500円とさせていただいております。今後

の配当方針につきましては、当面 1株当たり配当金を 1,500円（期末 1株当たり 1,500円）とさせていただく所存であり

ます。 

  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、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 経済情勢の悪化 

当社グループは不動産等の投資提案、運用管理及び不動産等への投資、開発等を行っておりますが、経済情勢がさら

に悪化し、空室率の上昇や賃料の下落等により投資収益が悪化し、顧客投資家の投資活動が低迷する可能性があり、そ
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の場合当社グループの収益が圧迫され、財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 不動産市況の動向 

米国のサブプライム・ローン問題に起因する世界的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

急激に調整局面を迎えております。不動産市況の低迷が長期化した場合、投資収益が悪化し、顧客投資家の投資活動が

低迷する可能性があり、その場合当社グループ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、当社グループの財政状態

や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 不動産ファイナンス市場の動向 

  当社グループはアセット・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を

行っており、この特別目的会社において金融機関からの借入金を利用して事業をすすめることがあります。そのため、

調達金利の上昇やLTV（担保資産価額に対するローンの比率）の低下等、不動産ファイナンス市場の動向変化により、

顧客投資家から受託した不動産の投資採算に影響が生じる可能性があります。このような不動産ファイナンス市場環境

が長期間続いた場合、当社グループの業績や経営戦略に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 競合について 

当社グループの主力事業であるアセット・マネージメント事業において提供する不動産等の投資提案、運用管理等は、

優秀な人材、良好な投資実績、財務安定性等を必要とします。今年に入り、特に不動産業者や建設業者の破綻や経営不

安が顕在化している中にあって、当社グループは財務安定性の面で良好な水準を維持していることから、競争優位性を

有していると考えていますが、同業者との比較において相対的に魅力が低下した場合には、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、当社グループの主力事業であるアセット・マネージメント事業において提供する不動産等の投資提案、運用管

理等のサービスは、各種金融商品、投資対象商品との運用パフォーマンスの比較がなされることも多いため、他の投資

対象との比較において相対的に魅力が低下した場合には、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。 

⑤ 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。 

⑥ 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。 

⑦ 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。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。 

⑧ 特定の人物に対する事業活動の依存度 

当社の代表取締役社長加藤一郎太は、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。 
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⑨ 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。 

⑩ 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。 

 当社グループで取得している宅地取引業免許番号及び期限は以下の通りであります。また、当社グループの主要な事業

活動の継続には、上記のとおり宅地建物取引業免許が必要でありますが、現時点において、当社グループは、宅地建物取

引業免許の取り消しまたは更新欠落の事由に該当する事実はないものと認識しております。 

 ・株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

  免許番号：東京都知事(2)第80138号 期限：平成23年10月26日 

 ・株式会社エムケーアセットマネージメント 

  免許番号：東京都知事(1)第88363号 期限：平成24年10月26日 

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。 

 当社グループで取得している金融商品取引業登録番号及び期限は以下の通りであります。また、当社グループの主要な

事業活動の継続には、上記のとおり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が必要でありますが、現時

点において、当社グループは、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の取り消しまたは更新欠落の事

由に該当する事実はないものと認識しております。 

 ・株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

  登録番号：関東財務局長(金商)第1235号 期限：期限はありません 

       ・第二種金融商品取引業 

 ・株式会社エムケーアセットマネージメント 

  登録番号：関東財務局長(金商)第1957号 期限：期限はありません 

       ・投資運用業 

       ・第二種金融商品取引業 

       ・投資助言・代理業 

c．不動産特定共同事業法 

 当社グループは、不動産特定共同事業法の適用除外となるストラクチャーで現物不動産に投資しているため、同法に基

づく許可を得ておりませんが、事業の遂行が可能となっております。この同法の適用除外は、主に匿名組合契約が外国で
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締結されていることによるものであります。 

 ただし、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、同法の規制を受ける可能性があります。具体的には、

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、複数の顧客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顧客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。 

d．投資信託及び投資法人に関する法律 

 当社グループは、投資信託及び投資法人に関する法律に定める登録投資法人と資産の運用に係る委託契約を締結してい

ないため、同法に規定される資産運用会社に該当しておりません。したがって、同法の規制を受ける業務を行っておりま

せん。 

e. 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。 

 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。 

⑪ 今後の事業展開について 

当社グループは、アセット・インキュベーション事業及びアセット・マネージメント事業を主たる事業として、不動産

と金融の両面にわたる事業を行っておりますが、今後はアセット・マネージメント事業に集中して事業展開していく方針

であります。 

アセット・マネージメント事業に経営資源を集中することにより、顧客投資家の拡大等を通じて受託資産の拡大が図れ

ない場合には、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。 

⑫ 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顧客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。 

⑬ 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
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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月期までは

個別ベース、平成20年8月期は連結ベース）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 

 

⑭ 利益還元に関する方針について 

当社グループは、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、なおいっそうの業容の

拡大を目指すことが株主への最大の利益還元につながると認識しております。その一方で、長期安定的な配当を行うこ

とも株主への利益還元として重要であると考えているため、1株当たり配当金を1,500円とさせていただいております。

今後の配当方針につきましては、当面１株当たり配当金を1,500円（期末1株当たり1,500円）とさせていただく所存であ

ります。 

なお、当社は会社法第459条第1項に基づき剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款変更を平成18年11月22日開

催の株主総会で決議しております。 

 

 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 

8月期 

（連結） 

総資産額    （千円） 3,208,848 1,377,543 8,463,633 15,259,419 13,116,590 

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 27,911 

調整後総資産額 （千円） 737,387 1,301,188 8,113,259 15,069,412 13,088,678 

純資産額    （千円） 235,538 662,597 3,981,492 7,659,165 9,148,795 

調整後自己資本比率  （％） 31.9 50.9 49.1 50.8 69.9 

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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⑮ 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。 

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2,195株であり当該株式数は発行済株式総数の3.6％

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。 

⑯ 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9月26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14物件を除き、「本件関

係者」の関与は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 

平成20年6月 1 昭和62年5月 

合計 14  

 (※) 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。 
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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、顧客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、顧客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

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。 

⑰ 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
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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。 

⑱ 税制・会計制度について 

税制、会計基準に関する変更が生じた場合、資産保有及び取得、売却のコスト増加等により、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、当社グループがアセット・マネージジメントを行う不動産ファンドについては、投資事業組合に対する支配力基

準及び影響力基準を適用し、個別に連結、非連結を判断しております。今後、連結についての解釈に変更が生じ会計監査

人等の見解が変わってきた場合、当社グループの連結の範囲に変更が生じ、当社グループの経営成績、財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑲ 個人情報等の保護について 

当社グループが行っている事業において、物件購入者、ビルオーナー、ビルテナントをはじめ多数の顧客の個人情報を

保有しております。今後の事業拡大に伴い情報量の増加が予想されますが、個人情報保護法に従い、情報管理体制を強化

するとともに個人情報管理の徹底を図っております。しかしながら、不測の事態により当社グループが保有する個人情報

が外部へ流出、漏えいした場合及び使用人の退職等により重要な企業情報が外部へ流出、漏えいした場合等には、当社グ

ループの信用を毀損し、当社グループの経営成績、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 3社および関連会社 9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。 

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。上記の他、株式会社エムケーレオが非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。 

当社グループは、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、当社グループが単独で所要資

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、当社グループ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。   

 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 

 

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 

合同会社ｴﾑｹｰﾀﾞﾘｱ 

合同会社ｴﾑｹｰｵﾘｰﾌﾞ 

 

不動産売買 
アセット・マネージメント ビジネス・サポ

ート・ローン 

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 

匿名組合出

資 
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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、当社グループ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）経営の基本方針 

当社グループの強みは、不動産と金融の両面にわたるノウハウとスピード経営にあると考えております。また、多様な

投資機会において、資金と人的資源を、可能な限り最適な投資対象、最適な事業に配分することにより、利益の極大化を

図るとともに、成長を継続していく方針であります。 

当社グループは個々のアセットについて考えうる最良のサービスを提供するという「アセット＋デザイン＋プロデュー

サー（ Asset＋Désign＋Producer ）」、社名の由来でもある最高の知恵と戦略を意味する「マキシマイズ・ナレッジ（ Maximize 

Knowledge ）」をコーポレート・コンセプトとして掲げ、環境に敏感かつ機敏に対応して現在の変容しつつある環境をさ

らに当社が飛躍するための契機としていきたいと考えております。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループでは、現在は未曾有の世界的経済危機の状況にあると捉え、世界的金融収縮による経営への影響を極力排

除するため、今後は、フィー型ビジネスであるアセット・マネージメント事業に経営資源を集中し、50％以上の自己資本

比率を維持していく方針であります。これは、現在のような世界的金融収縮に陥っている状況においては、顧客投資家が

アセット･マネージメント会社を選別する基準として、高い財務安定性が要求されているためであります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループでは、平成 19年 8 月期より、従来からの主力事業であるアセット・マネージメント事業に加えて、アセ

ット・インキュベーション事業に注力しており、この両事業を主力事業と位置付けてまいりました。 

当社グループでは、特に昨年夏以降、新規物件取得に対して慎重な姿勢をとるとともに、物件の売却を進めてまいりま

したが、当社グループの予想をはるかに超えて、世界の金融市場は未曾有の規模とスピードで急激な調整局面を迎えてお

ります。その一方で、現在の不動産市場の急激な調整は、金融市場が有効に機能していないことにより買い手が限られて

いることが主な理由であると認識しております。さらに、依然として、資金力に富む顧客投資家の国内不動産への投資意

欲は根強いものがあり、運用対象として国内不動産が魅力的であることに本質的変化はないものと考えております。 

なお、金融市場が急激な信用収縮を起こしていることにより、各企業に対しては高い財務安定性が求められております。 

そのため、当社グループといたしましては、アセット・インキュベーション事業における販売用不動産全 6プロジェク

トの売却と有利子負債の完済を今期中に成し遂げ、アセット・マネージメント事業に特化することにより、スリム（Slim）

でシンプル（Simple）かつ健全（Sound）な３Ｓの財務特性を有する企業グループとして経営を行っていく方針でありま

す。 

当社グループといたしましては、アセット・マネージメント事業における預り資産の積み上げ、アセット・マネージメ

ント事業のビジネスモデルの多様化に努め、『健全な財務内容を持つ、国内有数の不動産アセット・マネージメント会社』

としての地位を構築するべく努力していく所存であります。 
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（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、アセット・マネージメント事業に経営資源を注力し、未曾有の世界的金融危機を乗り越え、『健全な

財務内容を持つ、国内有数の不動産アセット・マネージメント会社』としての地位を構築するべく、事業展開していく所

存です。そのため、アセット・インキュベーション事業およびファンド投資事業については、早急に事業を縮小していく

一方で、アセット・マネージメント事業については、より積極的な事業展開を図ってまいります。そのためには、より強

固な財務内容の構築、複数の戦略的ファンド設立等によるアセット・マネージメント事業のビジネスモデルの多様化、有

力案件のソーシング、内部管理体制の強化等が肝要であると考えております。 

また、当社グループの業務は、高度なノウハウを必要とし、かつ業容が拡大しておりますので、優秀な人材の確保なら

びに社内における教育が重要であると認識しております。 
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４．連結財務諸表 

(１) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成19年８月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   3,805,155   3,818,468  

２ 売掛金   123,769   72,295  

３ 営業貸付金   1,155,928   1,256,937  

４ 販売用不動産 ※１  8,867,710   6,201,778  

５ その他   462,708   783,835  

６ 貸倒引当金   △7,864   △166,952  

流動資産合計   14,407,406 94.4  11,966,362 91.2 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物   21,797   89,058  

(2) 車両運搬具   4,720   4,720  

(3) その他   24,318   62,248  

減価償却累計額   △16,472   △19,780  

有形固定資産合計   34,364 0.2  136,246 1.0 

２ 無形固定資産   32,546 0.2  31,921 0.3 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   236,644   239,048  

(2) その他の関係会社 
有価証券 

  421,883   427,270  

(3) その他 ※２  127,050   315,739  

投資その他の資産合計   785,579 5.2  982,059 7.5 

固定資産合計   852,491 5.6  1,150,227 8.8 

資産合計   15,259,897 100.0  13,116,590 100.0 
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前連結会計年度 

(平成19年８月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金   ―   49,092  

２ 短期借入金 ※１  680,000   230,000  

３ 一年以内償還予定の社債 ※１  ―   960,000  

４ 未払法人税等   834,670   557,983  

５ その他   575,860   171,719  

流動負債合計   2,090,531 13.7  1,968,794 15.0 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債 ※１  1,970,000   ―  

２ 長期借入金 ※１  3,540,000   1,999,000  

固定負債合計   5,510,000 36.1  1,999,000 15.2 

負債合計   7,600,531 49.8  3,967,794 30.2 

        

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

 １ 資本金   2,104,743 13.8  2,137,075 16.3 

 ２ 資本剰余金   2,412,950 15.8  2,417,471 18.4 

 ３ 利益剰余金   3,119,071 20.4  4,533,663 34.6 

   株主資本合計   7,636,764 50.0  9,088,211 69.3 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券 
評価差額金 

  △643   ―  

評価・換算差額等合計   △643 △0.0  ― ― 

Ⅲ 新株予約権   23,245 0.2  60,583 0.5 

純資産合計   7,659,366 50.2  9,148,795 69.8 

負債純資産合計   15,259,897 100.0  13,116,590 100.0 
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(2）連結損益計算書 

  
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 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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 
(％) 

Ⅰ 売上高   8,647,025 100.0  10,461,337 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,695,416 54.3  6,248,941 59.7 

売上総利益   3,951,609 45.7  4,212,396 40.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 役員報酬  ―   230,200   

２ 給料手当  287,358   364,931   

３ 賞与  154,058   43,950   

４ 貸倒引当金繰入額  5,102   157,767   

５ その他  648,508 1,095,027 12.7 729,591 1,526,441 14.6 

営業利益   2,856,581 33.0  2,685,955 25.7 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  7,542   7,785   

２ 受取配当金  25   22   

３ 有価証券売却益  249   103   

４ 生命保険解約益  6,070   ―   

５ 雑収入  428 14,315 0.2 16,064 23,974 0.2 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  85,639   51,886   

２ 株式交付費  18,468   844   

３ 社債発行保証料  4,410   4,765   

４ 社債発行費償却  39,181   ―   

５ 融資手数料  27,600   14,076   

６ 雑損失  5,853 181,153 2.1 35,622 107,195 1.0 

経常利益   2,689,744 31.1  2,602,734 24.9 

Ⅵ 特別利益        

 １ 固定資産売却益 ※１ 1,193   ―   

 ２ 匿名組合分配損益  ― 1,193 0.0 27,910 27,910 0.3 

Ⅴ 特別損失        

１ 固定資産除却損 ※２ ―   31,309   

２ 減損損失 ※３ ―   11,179   

３ 投資有価証券評価損  ―   6,935   

４  出資金評価損  ―   5,908   

５ 関係会社整理損  ―   1,000   

６ 事務所移転費用  ― ― ― 5,300 61,633 0.6 

税金等調整前当期純利益   2,690,937 31.1  2,569,011 24.6 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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 
(％) 

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,144,216   1,125,854   

法人税等調整額  △27,948 1,116,267 12.9 △57,221 1,068,633 10.2 

少数株主利益   ― ―  1,380 0.0 

少数株主損失   4,083 0.1  ― ― 

当期純利益   1,578,753 18.3  1,498,997 14.4 
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(３) 連結株主資本等変動計算書 

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 
新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

その他有価証 

券評価差額金 

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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当連結会計年度（自 平成19年9月1日 至 平成20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19年8月31日残高(千円) 2,104,743 2,412,950 3,119,071 7,636,764 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 32,331 4,521  36,853 

剰余金の配当   △83,265 △83,265 

当期純利益   1,498,997 1,498,997 

連結子会社の除外による増加   240 240 

連結子会社の除外による減少   △1,380 △1,380 

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) 32,331 4,521 1,414,592 1,451,446 

平成20年8月31日残高(千円) 2,137,075 2,417,471 4,533,663 9,088,211 

     

 評価・換算 

差額等 
新株予約権 純資産合計 

その他有価証 

券評価差額金 

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

連結会計年度中の変動額    

新株の発行   36,853 

剰余金の配当   △83,265 

当期純利益   1,498,997 

連結子会社の除外による増加   240 

連結子会社の除外による減少   △1,380 

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額(純額) 
643 37,338 37,982 

連結会計年度中の変動額合計(千円) 643 37,338 1,489,428 

平成20年8月31日残高(千円) ― 60,583 9,148,795 
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

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 税金等調整前当期純利益  2,690,937 2,569,011 

２ 減価償却費  18,420 25,872 

３ 減損損失  ― 11,179 

４ 貸倒引当金の増加額（△は減少額）  5,102 157,767 

５ 匿名組合投資損益  △7,814 △43,489 

６ 受取利息及び受取配当金  △7,567 △7,807 

７ 支払利息  85,639 51,886 

８ 株式報酬費用  23,245 37,338 

９ 融資手数料  27,600 14,076 

10 社債発行費償却  39,181 ― 

11 株式交付費  18,468 844 

12 固定資産売却益  △1,193 ― 

13 固定資産除却損  ― 31,309 

14 有価証券売却益  △249 △103 

15 投資有価証券評価損  ― 6,935 

16 出資金評価損  ― 5,908 

17 関係会社整理損  ― 1,000 

18 生命保険解約益  △6,070 ― 

19 売上債権の減少額（△は増加額）  △31,627 51,473 

20 営業貸付金の減少額（△は増加額）  △842,033 △101,009 

21 たな卸資産の減少額（△は増加額）  △4,228,552 2,791,379 

22 立替金の減少額（△は増加額）  △79 22,592 

23 前渡金の減少額（△は増加額）  ― △344,089 

24 匿名組合出資の減少額（△は増加額）  △591,299 35,133 

25 仕入債務の増加額（△は減少額）  22,575 24,431 

26 未払金の増加額（△は減少額）  △78,837 10,600 

27 前受金の増加額（△は減少額）  ― △188,500 

28 預り金の増加額（△は減少額）  △142,368 △188,737 

29 預り敷金の増加額（△は減少額）  30,159 1,203 

30 その他  △76,501 7,342 

小計  △3,052,864 4,983,554 

31 利息及び配当金等の受取額  7,360 9,018 

32 利息の支払額  △84,214 △52,520 

33 法人税等の支払額  △810,246 △1,395,112 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,939,964 3,544,938 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

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 △149,299 

２ 有形固定資産の売却による収入  2,266 ― 

３ 無形固定資産の取得による支出  △15,013 △20,434 

４ 信託預金の払戻による収入  16,906 6,386 

５ 信託預金の預入による支出  △21,694 △26,711 

６ 投資有価証券の取得による支出  △489 △690 

７ 投資有価証券の売却による収入  845 209 

８ 出資金の回収による収入  ― 13,500 

９ 出資金の払込による支出  △11,000 △13,000 

10 関係会社株式の取得による支出  △1,000 ― 

11 生命保険の解約による収入  17,352 ― 
12 連結範囲の変更に伴う投資有価証券の取
得による収入 

 ― 1,000 

13 差入敷金保証金の回収による収入  ― 260 

14 差入敷金保証金の支出  ― △185,204 

15 その他  △4,570 △3,200 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △21,588 △377,184 

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  280,000 △450,000 

２ 長期借入れによる収入  3,540,000 1,999,000 

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

４ 社債の発行による収入  2,340,818 ― 

５ 社債の償還による支出  △410,000 △1,010,000 

６ 株式の発行による収入  2,055,475 36,009 

７ 配当金の支払額  ― △82,215 

８ その他  △27,600 △14,076 

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,754,017 △3,061,282 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（△は減少額） 

 792,464 106,471 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  3,023,225 3,805,155 

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 

 △11,229 △93,158 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,805,155 3,818,468 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

該当事項なし。  該当事項なし。 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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 

(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。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数２社 

連結子会社の名称 

(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。 

また、前連結会計年度において連結子会社としており

ました(株)エムケーレオについて、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しております。 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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 

  

（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)主要な非連結子会社名 

 (株)エムケーレオ 

 

（連結の範囲から除いた理由） 

（株）エムケーレオは小規模であり、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 

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 

  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。 

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、重要な会社等の名称 

  (株)エムケーレオ 

  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 

  合同会社エムケーダリア 

  合同会社エムケーオリーブ 

 (持分法を適用しない理由) 

 同左 

 

 

 

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。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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 

 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 

 その他：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。 

 

(3) 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。 

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 

建物（建物附属設備は除く）については定額法、その

他については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 

 

 

 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費 

同左 

社債発行費 

  ― 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

(4)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。 

 

(5)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。 

 

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

(イ)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。 

(4)貸倒引当金 

 同左 

 

 

 

 

(5)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

 

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 

 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 同左 

 

６ 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。 

 

６ 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 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

（連結貸借対照表関係） 

(1) 前連結会計年度において流動資産の「その他」に含

めておりました「営業貸付金」は、重要性が増したた

め、当連結会計年度において区分掲記することに変更

いたしました。なお、前連結会計年度の流動資産の「そ

の他」に含めておりました「営業貸付金」の金額は、

313,895千円であります。 

(2) 前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めておりました「投資有価証券」は、重要性

が増したため、当連結会計年度において区分掲記する

ことに変更いたしました。なお、前連結会計年度の投

資その他の資産の「その他」に含めておりました「投

資有価証券」の金額は、4,237千円であります。 

(3) 前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めておりました「その他の関係会社有価証券」

は、重要性が増したため、当連結会計年度において区

分掲記することに変更いたしました。なお、前連結会

計年度の投資その他の資産の「その他」に含めており

ました「その他の関係会社有価証券」の金額は、53,390

千円であります。 

 

（連結貸借対照表関係） 

(1) 前連結会計年度において流動負債の「その他」に含

めておりました「買掛金」は、重要性が増したため、

当連結会計年度において区分掲記することに変更い

たしました。なお、前連結会計年度の流動負債の「そ

の他」に含めておりました「買掛金」の金額は、24,660

千円であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

(1) 前連結会計年度において販売費及び一般管理費の

「その他」に含めておりました「役員報酬」は、重

要性が増したため、当連結会計年度において区分掲

記することに変更いたしました。なお、前連結会計

年度の販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

おりました「役員報酬」の金額は、82,688千円であ

ります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

(1) 前連結会計年度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

連結会計年度△80,716千円）については、重要性が

増したため、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。 

 

 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
(平成19年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年８月31日) 

※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 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

その他（株式）         1,500千円 

  

※１ 担保資産及び担保付債務 

短期借入金230,000千円、一年償還予定の社債

960,000千円及び長期借入金1,879,000千円の担保に

供しているものは、次のとおりであります。 

販売用不動産        4,700,392千円 

※２ ― 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



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

- 30 - 

前連結会計年度 
(平成19年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年８月31日) 

   ３ ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   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、当連結

会計年度末において257,500千円であります。 

 

 

 

 (連結損益計算書関係) 

 
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 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

※１ 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 

 

※２ ― 

 

 

 

※３ ― 

 

※１ ― 

 

 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

    建物          28,670千円 

    器具備品                2,639千円 

 

※３ 減損損失 

  当社グループは、以下の資産について減損損失を計上

いたしました。 

用途 種類 場所 その他 

ア セ ッ

ト・マネ

ー ジ メ

ント・シ

ステム 

 

 

ソフトウェ

ア 

 

 

 

本社 

東京都港

区 

 

 

 

特別目的会

社の会計及

び受託資産

の収支計算

を目的とし

たものであ

ります。 

  当該資産の計算の対象としていた受託資産の運用が終

了すること、及び、今後、新規受託資産の会計業務につ

いては外注化が進むことが見込まれることから、当該資

産の帳簿価額の全額を減額し、当該減少額を減損損失

(11,179千円)として特別損失に計上いたしました。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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 

会社名 内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 当連結会計
年度末残高 
(千円) 

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 

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 

 

 

当連結会計年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20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） 55,510 2,460 ― 57,970 

 合計 55,510 2,460 ― 57,970 

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加2,460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、

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株及び平成20年6月30日付における新株予約権の行

使による増加480株によるものであります。 
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２．新株予約権等に関する事項 

会社名 内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 当連結会計
年度末残高 
(千円) 

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 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
         ―   ― ― ― ― 60,583 

合計          ―   ― ― ― ― 60,583 

 

 

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 20年 10月 10日 

取締役会 
普通株式 86,955 利益剰余金    1,500 

平成 20年 

8月 31日 

平成 20年 

11月 11日 

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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

当期連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

※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 

  

※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        3,818,468千円 
現金及び現金同等物     3,818,468千円 

  

 

(リース取引関係) 

   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。 

 

   当連結会計年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20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) 

連結貸借対照表計上額が取得 
原価を超えるもの 

   

① 株式  － － － 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

小計 － － － 

連結貸借対照表計上額が取得 
原価を超えないもの 

   

① 株式 3,549 2,463 △1,085 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

小計 3,549 2,463 △1,085 

合計 3,549 2,463 △1,085 

 

  ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 
売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

① 株式 845 249 － 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

合計 845 249 － 

 

  ３ 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 
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当連結会計年度（平成 20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) 

連結貸借対照表計上額が取得 
原価を超えるもの 

   

① 株式 － － － 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

小計 － － － 

連結貸借対照表計上額が取得 
原価を超えないもの 

   

① 株式 709 709 － 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

小計 709 709  － 

合計 709 709 － 

(注)表中の「取得原価」は減損処理後のものであります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券

評価損 2,735千円を計上しております。 

  ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 
売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

① 株式 209 103 － 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

合計 209 103 － 

 

  ３ 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（非上場株式） 690 

投資有価証券（匿名組合出資金） 237,589 

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） 0 

その他の関係会社有価証券（匿名組合出資金） 423,270 

その他の関係会社有価証券（合同会社に対する持分） 4,000 

小計 665,609 
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 (デリバティブ取引関係) 

   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。 

 

   当連結会計年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20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。 

 

(退職給付関係) 

 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、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 当連結会計年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20年８月 31日） 

    当社グループは、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

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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(２) ストック・オプションの規模及び変動状況 

当連結会計年度(平成 19 年 8 月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 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 

権利確定前(株) 

 前連結会計年度末 

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

権利確定後(株) 

 前連結会計年度末 

 権利確定 

 権利行使 

 失効 

 未行使残 

 

6,900 

― 

390 

1,980 

4,530 

 

― 

1,980 

1,980 

― 

― 

 

3,600 

― 

300 

930 

2,370 

 

― 

930 

930 

― 

― 

 

960 

― 

― 

― 

960 

 

― 

― 

― 

― 

― 

 

228 

― 

― 

― 

228 

 

― 

― 

― 

― 

― 

 

― 

400 

― 

― 

400 

 

― 

― 

― 

― 

― 

         

②単価情報 

 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 

権利行使価格 (円) 4,942 17,789 128,475 128,475 331,328 

行使時平均株価 (円) 404,450 346,476 ― ― ― 

付与日における公正

な評価単価   (円)  
― ― ― ― 164,345 

 

３ ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当連結会計年度において付与された平成 18年 12月ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりである。 

 ① 使用した評価技法  ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

 平成 18年 12月ストック・オプション 

株価変動性 （注）1 81％ 

予想残存期間（注）2 3年 2か月 

予想配当  （注）3 0円/株 

無リスク利子率  （注）4 0.90％ 

 （注）1．当社の株式公開が平成 18年 3 月であるため、平成 18年 12月 22 日を基準とした週次ボラティリティ（期間  

44週）を採用して、計算している。 

    2．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積っている。 

    3．平成 18年 12月以前に配当実績はありません。 

    4．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。 

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。 
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当連結会計年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20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      37,338千円 

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 

  

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 

  

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 
  

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   

権利確定条件 (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。 
  

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 
  

 

 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 

平成19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 

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 

228株 

普通株式 

400株 

普通株式 

400株 

付与日 平成 17 年 11 月 24 日 平成 18 年 12 月 25 日 平成 19 年 12 月 25 日 

権利確定条件 (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。 

自平成 18年 12月 25日 

至平成 20年 11月 30日 

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 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 

自平成 21年 12月 １日 

至平成 23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。 

 

 (２) ストック・オプションの規模及び変動状況 

当連結会計年度(平成 20 年 8 月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 
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①ストック・オプションの数 

 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 

平成19年12月 

ストック・ 

オプション 

権利確定前(株) 

 前連結会計年度末 

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

権利確定後(株) 

 前連結会計年度末 

 権利確定 

 権利行使 

 失効 

 未行使残 

 

4,530 

― 

― 

1,830 

2,700 

 

― 

1,830 

1,830 

― 

― 

 

2,370 

― 

1,290 

480 

600 

 

― 

480 

480 

― 

― 

 

960 

― 

120 

420 

420 

 

― 

420 

150 

― 

270 

 

228 

― 

35 

193 

― 

 

― 

193 

― 

― 

193 

 

400 

― 

40 

― 

360 

 

― 

― 

― 

― 

― 

         

 

― 

400 

48 

― 

352 

 

― 

― 

― 

― 

― 

         

②単価情報 

 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 

平成19年12月 

ストック・ 

オプション 

権利行使価格 (円) 4,942 17,789 128,475 128,475 331,328 200,300 

行使時平均株価 (円) 171,778 114,952 179,105 ― ― ― 

付与日における公正

な評価単価   (円)  
― ― ― ― 164,345 72,297 

 

３ ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当連結会計年度において付与された平成 19年 12月ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりである。 

 ① 使用した評価技法  ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

 平成 19年 12月ストック・オプション 

株価変動性 （注）1 74.4％ 

予想残存期間（注）2 3年 2か月 

予想配当  （注）3 1,500円/株 

無リスク利子率  （注）4 0.80％ 

 （注）1．当社の株式公開が平成 18年 3 月であるため、平成 19年 12月 25 日を基準とした週次ボラティリティ（期間  

92週）を採用して、計算している。 

    2．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積っている。 

    3. 平成 19年 8月期の配当実績によっている。 

    4．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。 

 

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。 
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 (税効果会計関係) 

前連結会計年度末 
(平成19年８月31日) 

当連結会計年度末 
(平成20年８月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

 未払事業税 64,539千円 

 支払報酬 3,536千円 

 貸倒引当金 3,200千円 

 ソフトウェア 1,668千円 

 一括償却資産 514千円 

 その他有価証券評価差額金 441千円 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

 未払事業税 45,731千円 

 支払報酬 2,803千円 

 貸倒引当金 67,546千円 

 ソフトウェア 5,810千円 

 投資有価証券 2,835千円 

 出資金 2,403千円 

   その他                   6,708千円 

  繰延税金資産合計             133,840千円  

繰延税金負債 

未収匿名組合利益分配額            3,500千円 

繰延税金負債合計                       3,500千円 

繰延税金資産の純額              130,340千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、

記載を省略しております。 

その他                     231千円  

  繰延税金資産合計              74,131千円  

繰延税金負債 

未収匿名組合利益分配額            1,107千円 

繰延税金負債合計                       1,107千円 

繰延税金資産の純額               73,023千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、

記載を省略しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(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 

Ⅱ資産,減価償却費及び

資本的支出 

 資産 

 減価償却費 

 資本的支出 

 

 

1,594,479 

8,952 

5,963 

 

 

9,428,252 

1,267 

614 

 

 

711,254 

375 

191 

 

 

11,733,985 

10,595 

6,769 

 

 

3,525,912 

7,825 

21,279 

 

 

15,259,897 

18,420 

28,048 

   (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。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(3,525,912千円)の主なものは、当社の余剰資金（現

金及び預金）及び管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度(自 平成 19年９月１日 至 平成 20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 

 

 

1,937,877 

 

― 

 

 

 

8,405,639 

 

― 

 

 

 

117,821 

 

― 

 

 

 

10,461,337 

 

― 

 

 

 

― 

 

― 

 

 

 

10,461,337 

 

― 

 

計 1,937,877 8,405,639 117,821 10,461,337 ― 10,461,337 

営業費用 623,301 6,397,737 23,347 7,044,385 730,997 7,775,382 

営業利益 1,314,575 2,007,902 94,474 3,416,952 (730,997) 2,685,955 

Ⅱ資産,減価償却費、減損

損失及び資本的支出 

 資産 

 減価償却費 

 減損損失 

 資本的支出 

 

 

1,737,542 

7,596 

11,179 

25,152 

 

 

6,873,765 

3,879 

― 

32,122 

 

 

621,765 

587 

― 

4,293 

 

 

9,233,073 

12,063 

11,179 

61,568 

 

 

3,883,516 

13,808 

― 

108,164 

 

 

13,116,590 

25,872 

11,179 

169,733 

   (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(730,997千円)の主なものは、当社の

管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(3,883,516千円)の主なものは、当社の余剰資金（現

金及び預金）及び管理部門に係る資産等であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成 19年９月１日 至 平成 20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。 

 

当連結会計年度(自 平成 19年９月１日 至 平成 20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。 
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（関連当事者との取引） 

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 子会社等 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又 

は出資金 

(千円) 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

関連 

会社 

ミルコ・イン

ベスターズ・

ワン合同会社 

（注 1） 

東京都

千代田

区 

100 
不動産 

投資業等 
― ― ― 

匿名組合 

出資 
413,820 

その他の 

関係会社 

有価証券 

 

418,383 

 匿名組合 

出資利益 
4,563 

合同会社エム

ケーオーク 

（注 2） 

東京都

中央区 
2,000 

不動産 

投資業等 

(所有) 

50 
― ― 資金の貸付 231,486 営業貸付金 231,486 

合同会社エム

ケーロータス 

（注 2） 

東京都 

中央区 
2,000 

不動産 

投資業等 

(所有) 

50 
― ― 資金の貸付 209,491 営業貸付金 209,491 

合同会社エム

ケーユニバー

ス（注 2） 

東京都 

港区 
3,000 

不動産 

投資業等 

(所有) 

50 
― ― 資金の貸付 289,784 営業貸付金 222,819 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 当社は、ミルコ・インベスターズ・ワン合同会社を営業者とする匿名組合に対し、平成 19 年 8 月 31 日現在で

40.8％の出資をしております。 

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案して料率を合理的に決定しており、返済条件は原則 4年、元利金期日一

括返済としております。なお、担保は受け入れておりません。 
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当連結会計年度(自 平成 19年９月１日 至 平成 20年８月 31日) 

 

１ 子会社等 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又 

は出資金 

(千円) 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

関連 

会社 

ミルコ・イン

ベスターズ・

ワン合同会社 

（注 1） 

東京都

千代田

区 

100 
不動産 

投資業等 
― ― ― 

匿名組合 

出資利益 

 

24,774 

その他の関

係会社有価

証券 

 

423,270 

合同会社エム

ケーロータス 

（注 3） 

東京都 

中央区 
2,000 

不動産 

投資業等 

(所有) 

50 
― ― 

損害担保契

約に基づく

補償 

140,000 営業貸付金 88,491 

合同会社エム

ケーユニバー

ス（注 2） 

東京都 

港区 
3,000 

不動産 

投資業等 

(所有) 

50 
― ― 資金の回収 88,837 営業貸付金 133,981 

合同会社エム

ケーオーク    

(注 2) 

東京都

中央区 
2,000 

不動産 

投資業等 

(所有) 

10 
― ― 資金の回収 175,000 営業貸付金 56,486 

合同会社エム

ケ ー ダ リ ア

（注 2､4） 

東京都 

中央区 
2,000 

不動産 

投資業等 

(所有) 

50 
― ― ― ― 営業貸付金 246,467 

合同会社エム

ケーオリーブ

（注 2） 

東京都 

港区 
2,000 

不動産 

投資業等 

(所有) 

50 
― ― 

資金の貸付 416,639 
営業貸付金 141,516 

資金の回収 275,122 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 当社は、ミルコ・インベスターズ・ワン合同会社を営業者とする匿名組合に対し、平成 20 年 8 月 31 日現在で

40.8％の出資をしております。 

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案して料率を合理的に決定しており、返済条件は原則 4年、元利金期日 

一括返済としております。なお、担保は受け入れておりません。 

   ３ 当社グループとアセット・マネージメント契約を締結している同社が金融機関からノンリコース・ローンの調達

を行うことに関連し、当社がスポンサーとして、当該金融機関との間に締結した損害担保契約に基づくものであ

ります。 

   ４ 合同会社エムケーダリアは、平成 20年 5月 30日付で当社が同社への融資を回収したことに伴ない、当社及び(株)

エムケーアセットマネージメントからの融資が同社の資金調達額の総額の過半に満たなくなったため、実質的な

支配関係が認められなくなり、同日付で連結子会社から持分法非適用関連会社になっております。そのため、連

結財務諸表の作成に当たって相殺消去した取引は含んでおりません。 
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 (１株当たり情報) 

 

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 

(自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日) 

 

１株当たり純資産額           137,562円 98銭    

 

１株当たり純資産額            156,774円 39銭 

１株当たり当期純利益            29,510円 37銭      １株当たり当期純利益             26,124円 94銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

25,377円 89銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

24,309円 82銭 

 

 

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

 

 

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 

(自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 1,578,753 1,498,997 

普通株式に係る 

当期純利益（千円） 
1,578,753 1,498,997 

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） 53,498 57,378 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
  

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数(株) 8,711 4,284 

 （うち新株予約権（株）） 8,711 4,284 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり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：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：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  
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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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年９月１日 
 至 平成20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 19年 11月 27日 

 新株予約権の数：352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 

  ：352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 
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（重要な後発事象） 

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 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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

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。 

 

(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2回新株予約権の一部について、平成20年

９月１日時点において、以下のとおり権利行使が行わ

れております。 

  ① 行使価格           ：   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   ：   2,700株 

  ④ 増加した資本金     ： 6,671千円 

  ⑤ 増加した資本準備金 ： 6,671千円 
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５.個別財務諸表 

  (１)貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成19年８月31日) 
当事業年度 

(平成20年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   3,584,459   3,433,566  

２ 売掛金   123,769   ―  

３ 営業貸付金 ※2  1,155,928   1,171,130  

４ 販売用不動産 ※1  8,867,710   6,204,807  

５ 前渡金   334,508   532,723  

６ 前払費用   20,751   32,803  

７ 繰延税金資産   70,666   100,283  

８ 未収入金   383   3,533  

９ その他   36,397   179,741  

貸倒引当金   △7,864   △162,672  

流動資産合計   14,186,711 93.0  11,495,917 90.1 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物   21,797   89,058  

(2) 車両運搬具   4,720   4,720  

(3) 器具備品   24,318   56,063  

減価償却累計額   △16,472   △18,004  

有形固定資産合計   34,364 0.2  131,837 1.0 

２ 無形固定資産        

(1) 商標権   664   584  

(2) ソフトウェア   31,882   31,336  

無形固定資産合計   32,546 0.2  31,921 0.3 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   236,644   239,048  

(2) 関係会社株式   2,500   130,000  

(3) その他の関係会社 
有価証券 

  421,883   426,270  

(4) 出資金   51,500   40,091  

(5) 関係会社長期貸付金   220,000   ―  

(6) 繰延税金資産   2,893   13,255  

(7) その他   71,694   246,438  

貸倒引当金   △1,320   ―  

投資その他の資産合計   1,005,796 6.6  1,095,106 8.6 

固定資産合計   1,072,708 7.0  1,258,864 9.9 

資産合計   15,259,419 100.0  12,754,781 100.0 
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前事業年度 

(平成19年８月31日) 
当事業年度 

(平成20年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金   24,660   49,574  

２ 短期借入金 ※1  680,000   230,000  

３ 一年以内償還予定の 
社債 

※1  ―   960,000  

４ 未払金   39,082   36,397  

５ 未払費用   15,565   10,673  

６ 未払法人税等   834,647   425,059  

７ 前受金   188,500   ―  

８ 預り金   243,104   13,359  

９ 前受収益   5,224   12,779  

10  その他   59,470   32,640  

流動負債合計   2,090,254 13.7  1,770,485 13.9 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債 ※1  1,970,000   ―  

２ 長期借入金 ※1  3,540,000   1,999,000  

固定負債合計   5,510,000 36.1  1,999,000 15.7 

負債合計   7,600,254 49.8  3,769,485 29.6 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

 １ 資本金   2,104,743 13.8  2,137,075 16.8 

 ２ 資本剰余金        

 (1) 資本準備金  2,412,950   2,417,471   

資本剰余金合計   2,412,950 15.8  2,417,471 18.9 

 ３ 利益剰余金        

(1) その他の利益剰余金        

繰越利益剰余金  3,118,869   4,370,163   

利益剰余金合計   3,118,869 20.4  4,370,163 34.3 

株主資本合計   7,636,563 50.0  8,924,711 70.0 

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券 
評価差額金 

  △643   ―  

評価・換算差額等合計   △643 △0.0  ― ― 

Ⅲ 新株予約権   23,245 0.2  60,583 0.4 

純資産合計   7,659,165 50.2  8,985,295 70.4 

負債純資産合計   15,259,419 100.0  12,754,781 100.0 
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(２)損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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 
(％) 

Ⅰ 売上高   8,646,945 100.0  9,902,236 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,695,416 54.3  6,421,402 64.8 

売上総利益   3,951,529 45.7  3,480,834 35.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 役員報酬  82,488   147,300   

２ 給料手当  287,358   189,065   

３ 賞与  154,058   17,550   

４ 広告宣伝費  104,394   38,200   

５ 租税公課  86,865   115,453   

６ 支払手数料  45,408   50,478   

７ 支払報酬  57,807   49,446   

８ 貸倒引当金繰入額  4,502   153,488   

９ 地代家賃  61,784   89,240   

10 減価償却費  10,014   13,132   

11 その他  197,245 1,091,926 12.6 209,345 1,072,701 10.9 

営業利益   2,859,602 33.1  2,408,132 24.3 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息 ※1 10,818   14,841   

２ 生命保険解約益  6,070   ―   

３ 雑収入 ※1 702 17,591 0.2 20,352 35,194 0.4 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  84,959   51,283   

２ 株式交付費  18,468   844   

３ 社債発行費償却  39,181   ―   

４ 融資手数料  27,600   14,076   

５ 雑損失  10,263 180,473 2.1 38,411 104,615 1.1 

経常利益   2,696,720 31.2  2,338,711 23.6 
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前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※4 1,193 1,193 0.0 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失        

  １ 固定資産除却損 ※2 ―   16,318   

  ２ 減損損失 ※3 ―   11,179   

３ 投資有価証券評価損  ―   5,935   

  ４ 出資金評価損  ―   5,908   

  ５ 関係会社整理損  ―   7,148   

  ６ 事務所移転費用  ― ― ― 5,300 51,789 0.5 

    税引前当期純利益   2,697,914 31.2  2,286,922 23.1 

    法人税、住民税 
    及び事業税 

 1,144,143   992,782   

  法人税等調整額  △27,704 1,116,438 12.9 △40,419 952,362 9.6 

  当期純利益   1,581,475 18.3  1,334,559 13.5 

 

 

売上原価明細書 

  
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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
(％) 

Ⅰ 販売用不動産原価        

販売用不動産期首棚卸高   4,371,816   8,867,710  

当期販売用不動産仕入高        

   土地・建物取得費  8,861,054   2,986,810   

   諸経費  290,127 9,151,182  547,309 3,534,119  

計   13,522,998   12,401,830  

販売用不動産期末棚卸高   8,867,710   6,204,807  

差引販売用不動産原価   4,655,288 99.1  6,197,022 96.5 

Ⅱ その他の原価   40,128 0.9  224,379 3.5 

合計   4,695,416 100.0  6,421,402 100.0 
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 (３)株主資本等変動計算書 

 

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 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 資本準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益 

剰余金 

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 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

- 53 - 

当事業年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20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 資本準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益 

剰余金 

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

事業年度中の変動額（千円）     

新株の発行 32,331 4,521  36,853 

剰余金の配当   △83,265 △83,265 

当期純利益   1,334,559 1,334,559 

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） 32,331 4,521 1,251,294 1,288,147 

平成 20年８月 31日残高（千円） 2,137,075 2,417,471 4,370,163 8,924,711 

 

 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

平成 19年８月 31日残高（千円） △643 23,245 7,659,165 

事業年度中の変動額（千円）    

新株の発行   36,853 

剰余金の配当   △83,265 

当期純利益   1,334,559 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
643 37,338 37,982 

事業年度中の変動額合計（千円） 643 37,338 1,326,130 

平成 20年８月 31日残高（千円） ― 60,583 8,985,295 

 

(継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況) 

前事業年度（自 平成 18年９月１日 至 平成 19年８月 31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20年８月 31日） 

該当事項はありません。 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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 

    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時価のないもの 

  ― 

(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 

  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。 

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 

  ― 

(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 

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             

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 

(１)有形固定資産 

建物（建物付属設備は除く）につい

ては定額法、その他については定率法

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～25年 

 車両運搬具 ：６年 

 器具備品  ：４年～15年 

  (２)無形固定資産 

 ①商標権 

定額法によっております。 

なお、耐用年数は10年であります。 

 (２) 無形固定資産 

①商標権 

 同左 

  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ソフトウェア 

 同左 
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項目 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
 (自 平成19年９月１日 

至 平成20年８月31日) 

４ 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。 

株式交付費 

 同左 

 

社債発行費 

 ― 

 

５ 引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 

同左 

６ 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。 

同左 

７ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

（損益計算書） 

１ 前事業年度において販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「広告宣伝費」は重要性が増

したため、当事業年度においては独立掲記することに

変更しました。 

  なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「広告宣伝費」は 24,892千円

であります。 

２ 前事業年度において販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「租税公課」は重要性が増し

たため、当事業年度においては独立掲記することに変

更しました。 

  なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「租税公課」は 17,471千円で

あります。 

３ 前事業年度において販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「支払報酬」は重要性が増し

たため、当事業年度においては独立掲記することに変

更しました。 

  なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「支払報酬」は 26,612千円で

あります。 

 

（損益計算書） 

― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成19年８月31日) 

当事業年度 
(平成20年８月31日) 

※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 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  短期借入金230,000千円、一年以内償還予定の社債 

960,000千円及び長期借入金1,879,000千円の担保に 

供しているものは、次のとおりであります。 

   販売用不動産       4,703,422千円 

※２ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 

  関係会社に対するものは次のとおりであります。 

     営業貸付金          694,002千円 

 

※２ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 

  関係会社に対するものは次のとおりであります。 

     営業貸付金         724,300千円 

３ ― 

 

３ 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、当事業年度末におい 

て212,500千円であります。 
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

※１  受取利息のうち関係会社に対するものが、4,116千

円含まれております。 

※１  各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

     受取利息          6,266千円 

     雑収入           18,763千円 

※２ ― 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

     建物           14,431千円 

     器具備品          1,886千円 

※３ ― 

 

※３ 減損損失 

   当社は、以下の資産について減損損失を計上しま

した。 

用途 種類 場所 その他 

アセット・

マネージメ

ント・シス

テム 

 

 

ソフト

ウェア 

 

 

 

本社 

東京都 

港区 

 

 

 

特別目的会社

の会計及び受

託資産の収支

計算を目的と

したものであ

ります。 

  当該資産の計算の対象としていた受託資産の運用が

終了すること、及び、今後、新規受託資産の会計業務に

ついては外注化が進むことが見込まれることから、当該

資産の帳簿価額の金額を減額し、当該減少額を減損損失

(11,179千円)として特別損失に計上いたしました。 

 

※４ 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 

 

※４ ― 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

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。 

 

当事業年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20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。 
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(リース取引関係) 

  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。 

 

  当事業年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20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。 

 

  当事業年度（自 平成 19年９月１日 至 平成 20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。 

 

 

 

(税効果会計関係) 

前事業年度 
(平成19年８月31日) 

当事業年度 
(平成20年８月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

 未払事業税 64,539千円 

 貸倒引当金 3,737千円 

 支払報酬 3,536千円 

 ソフトウェア 1,668千円 

 一括償却資産 514千円 

 その他有価証券評価差額金 441千円 

  その他  231千円 

 繰延税金資産合計 74,668千円 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 66,191千円 

 未払事業税 33,635千円 

 ソウトウェア 5,810千円 

 支払報酬 2,803千円 

 投資有価証券 2,415千円 

 出資金 2,403千円 

 繰延資産 1,505千円 

 繰延消費税額等 1,484千円 

 その他  789千円 

 繰延税金資産合計 117,039千円 
 

繰延税金負債 

未収匿名組合利益分配額           1,107千円 

繰延税金負債合計                       1,107千円 

繰延税金資産の純額                    73,560千円 

 

繰延税金負債 

未収匿名組合利益分配額            3,500千円 

繰延税金負債合計                    3,500千円 

繰延税金資産の純額                   113,538千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

め、記載を省略しております。 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

め、記載を省略しております。 
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 (１株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

１株当たり純資産額     137,559円36銭 １株当たり純資産額       153,953円97銭 

  
１株当たり当期純利益     29,561円24銭 
 

 
１株当たり当期純利益       23,259円06銭 
 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 

25,421円64銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 

 21,643円06銭 

 

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

 
前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 1,581,475 1,334,559 

普通株式に係る 
当期純利益（千円） 

1,581,475 1,334,559 

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） 53,498 57,378 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

  

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数(株) 8,711 4,284 

（うち新株予約権(株)） 8,711 4,284 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

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：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 

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 
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前事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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 19年 11月 27日 

 新株予約権の数：352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 

  ：352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 
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20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

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。 

 

（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２回新株予約権の一部について、平成20年

９月１日時点において、以下のとおり権利行使が行わ

れております。 

 ① 行使価格      ：    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  ：  2,700株 

 ④ 増加した資本金   ： 6,671千円 

 ⑤ 増加した資本準備金 ： 6,671千円 
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６．その他 

（１） 役員の異動 

  該当事項はありません。 

 

（２） 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 

当連結会計年度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 販売高（千円）  前年同期比（％） 

アセット・マネージメント事業 1,937,877 153.4 

アセット・インキュベーション事業 8,405,639 114.6 

その他の事業 117,821 247.8 

合計 10,461,337 121.0 

(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 
前連結会計年度 当連結会計年度 

販売高（千円）  割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

(有)ティオマン 5,120,000 59.2 ― ― 

(株)ビクトリア 1,453,444 16.8 ― ― 

矢作地所(株) ― ― 3,200,608 30.6 

ブレーンバンク(株)  ― ― 1,795,082 17.2 

 

 


