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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期第3四半期 1,380 ― △3,799 ― △3,882 ― △4,736 ―
20年8月期第3四半期 9,224 18.4 2,615 △1.0 2,542 1.4 1,518 2.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年8月期第3四半期 △78,436.34 ―
20年8月期第3四半期 26,535.50 24,532.11

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

21年8月期第3四半期 8,357 4,293 51.2 70,517.50
20年8月期 13,116 9,148 69.3 156,774.39

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  4,278百万円 20年8月期  9,088百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
21年8月期 ― ― ―
21年8月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 2,435 △76.7 △3,965 ― △4,066 ― △4,917 ― △81,349.07
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、8ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、8ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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可能性があります。業績予想に関する事項については、8ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業 
績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第3四半期 60,670株 20年8月期  57,970株
② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  ―株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第3四半期 60,383株 20年8月期第3四半期 57,230株
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㈱エムケーキャピタルマネージメント（2478）平成21年８月期 第３四半期決算短信 

【定性的情報・財務諸表等】 

１. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間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

た金融危機の影響により当面厳しい状況が続くと見られるものの、世界的な規模における金融緩和

及び各国で実施している経済対策の効果があらわれ始め、また企業の在庫調整が進んだことにより、

特に輸出面と生産面において改善の兆しが見え始めております。 

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、この景気停滞局面における企業活

動の縮小及びオフィス・スペースの過剰供給による空室率の上昇並びに既存の投資案件に対するロ

ーンのリファイナンス問題などの懸念材料が払拭されないままであります。しかしながら、その一

方で、高い利回りの収益物件を求めて不動産及び不動産金融市場に資金が流入しつつあり、また、

我が国のリートの「倒産」懸念の後退など、当市場の回復に向けての動きも出てきております。 

 このような状況のもと、当社グループは、アセット・マネージメント業界の再編を念頭に置いて、

「アセット・インキュベーション事業」から「アセット・マネージメント事業」に経営資源を集中

し、活動をしてまいりました。 

アセット・マネージメント事業においては、既存の預かり不動産については、円滑な資金調達に

留意し、稼働率向上を中心とした「バリューアップ」に力を入れるとともに、資金ポジションの向

上を目的とした売却提案を顧客投資家に対して行ないました。 

また、当事業の規模拡大及び強固な収益基盤の構築のため、ＡＭリプレイス案件（アセット・マ

ネージメント会社の破綻や信用力低下により、当該アセット・マネージメント会社の交代を余儀な

くされている不動産投資案件のこと）の受託を得るための提案業務に注力し、この第３四半期連結

会計期間において６物件の受託に至っております。 

アセット・インキュベーション事業においては、収益物件である『フレッジオ・シリーズ』(注)

の第３号案件である「フレッジオ五反田」（東京都品川区所在）がこの３月に竣工しております。

また、第１号案件「フレッジオＬＡ」（愛知県名古屋市中区所在）及び第２号案件「フレッジオ下

北沢」（東京都世田谷区所在）が既に満室稼働となっており、その賃料収入は当社グループの安定

収入源となりつつあります。一方、開発用地については、当社グループの財務体質をより強固にす

るため売却活動を進めており、当第３四半期連結会計期間において、不動前プロジェクト(開発用

地)を売却しております。 

（注）『フレッジオ・シリーズ』とは、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

様の監修まで行なった一連の自己投資による不動産のことをいいます。「フレッジオ五反

田」についても、開放感あふれる４メートルの天井高など他物件にはない特徴を前面に出し、

リーシング活動を開始しております。 

その他の事業においては、引き続き投資利益を享受するため、介護付き有料老人ホームの施設及

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

への投資を維持しております。 

なお、当社グループにおいては、事業収支の抜本的な改善のため、特に販売費及び一般管理費に

占める割合が大きいコストについて大幅な見直しを行なっております。この第３四半期連結会計期

間においては、まず人員体制及び給与水準の見直しを行ない、その結果、従来と比べて３割以上の
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人件費が削減となる人員構成となっております。地代家賃については、本社事務所の移転を決議し

ており、この移転により８割以上の地代家賃の削減が見込まれるほか、上記以外の経費についても、

平成21年５月18日付で株式会社エムケーアセットマネージメントの吸収合併の決議により、当社グ

ループのスリム化及び業務効率の向上を通じての削減が見込まれます。 

以上により、当第３四半期連結会計期間の売上高976,688千円、営業損失は100,228千円、経常損

失121,746千円、四半期純損失は141,037千円となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間の売上高1,380,699千円、営業損失は3,799,821千円、経常損失  

3,882,676千円、四半期純損失は4,736,236千円となりました。 

 

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。 

（アセット・マネージメント事業） 

    当第３四半期連結会計期間におきましては、顧客投資家からの既存の預かり資産の運用に係る

手数料収入（アニュアル・フィー）等により、売上高は107,875千円、営業損失は14,775千円とな

りました。 

    また、当第３四半期連結会計期間末の受託資産残高は80,534,099千円となっております。 

（アセット・インキュベーション事業） 

    当第３四半期連結会計期間におきましては、収益物件であるフレッジオ・シリーズの「フレッ

ジオＬＡ」及び「フレッジオ下北沢」等の販売用不動産からの賃料収入等のほか、不動前プロジ

ェクト(開発用地)を売却しており、売上高は859,072千円、営業利益は12,033千円となりました。 

  （その他の事業） 

当第３四半期連結会計期間におきましては、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からの投資利益等により、売上高は9,741千円、営業利益は6,617千円とな

りました。 

 

 (注)平成21年８月期第１四半期および平成21年８月期第２四半期に係る連結経営成績に関する定性

的情報については、平成21年８月期第１四半期決算短信(平成20年12月29日開示)および平成21

年８月期第２四半期決算短信(平成21年４月10日開示)をご参照ください。 

 

 

上記の通り、売上高の著しい減少、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失が生じている状況

でありますが、以下の理由により重要な資金リスクは存在しておりません。 

 

第一に、売上高につきましては、アセット・インキュベーション事業を縮小する方針であることか

ら、現時点では保守的に売上高の回復を想定しておりません。しかし、現金収支を均衡させることが

できるため、売上高の著しい減少による重要な資金リスクは存在しておりません。具体的には以下の

通りであります。 

まず、売上高の回復に関しては以下の通りであります。売上高の推移は、平成19年８月期実績86億

円、平成20年８月期実績104億円であります。このうち、アセット・インキュベーション事業の売上
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高が平成19年８月期実績73億円、平成20年８月期実績84億円であり、売上高の大半がアセット・イン

キュベーション事業によるものでありました。しかしながら、今後のアセット・インキュベーション

事業の縮小により、売上高の大半を占めていたアセット・インキュベーション事業の売上が大きく減

少する見込みであることから、売上高の回復を想定しておりません。 

また、現金流出を伴う諸経費（主に人件費、地代家賃、支払利息等）が当第３四半期連結累計期間

で９億円（年換算額12億円）程度とそもそも少なく、また既に実行した、あるいは現在計画している

役員報酬減額、人員削減、事務所移転等の、当社グループのコントロール可能な範囲での経費削減に

より、現金支出を年間７億円程度にすることが可能であります。一方でアセット・マネージメント事

業における安定的な売上であるアニュアル・フィーは平成19年８月期実績７億円、平成20年８月期実

績６億円、平成21年８月期予想４億円、平成22年８月期見込は少なく見積って５億円であります。

（なお、アセット・マネージメント契約に係る不動産等の購入時及び売却時に計上されるアクイジシ

ョン・フィー並びにディスポジション・フィー及びインセンティブ・フィーについては、上記の実績

並びに予想及び見込には含まれておりません。）また、アセット・インキュベーション事業で保有す

る収益物件の賃料収入は平成21年８月期予想１億円、平成22年８月期見込２億円であります。以上に

より、収益は少なく見積っても年間７億円程度を維持することが可能であることから、収支均衡させ

ることができると判断しております。 

以上のように、アセット・インキュベーション事業の縮小により、アセット・インキュベーション

事業での重要な投資を見込んでいないこと、現金収支を均衡させることができることから、売上高の

著しい減少による重要な資金リスクは直接的には存在しておりません。したがって、今後見込まれる

重要なキャッシュアウトは、原則として、借入金元本の返済に限られているものと考えております。 

 

第二に、借入金元本の返済に関しては以下の通りであります。 

 まず、当第３四半期連結会計期間末における鑑定評価額に基づく評価損計上後の販売用不動産

4,849,227千円に対して借入金3,625,000千円であるため担保価値を十分に有しており、さらに現金及

び預金1,655,047千円を有しているため、借入金の返済について直接的に重要な資金リスクを生じさ

せる状況ではありません。 

また、各取引銀行とは良好な関係を保っており、金銭消費貸借契約書上の財務制限条項については、

当第３四半期連結会計期間末においてありません。 

さらに、安定稼働し始めた収益物件については既に元本弁済を開始し始めており、引き続き継続的

な保有について、各取引銀行と協議して参ります。 

 

第三に、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失につきましては、主に販売用不動産の評価損

の計上により生じた、一時的、かつキャッシュ・フローを伴わない損失であり、事業基盤自体に重要

な影響を及ぼすものではないため、重要な資金リスクが存在していないものと考えております。具体

的には以下の通りであります。 

まず、アセット・インキュベーション事業の営業利益又は営業損失の推移は、平成19年８月期実績

25億円、平成20年８月期実績20億円の各々営業利益、平成21年８月期予想は32億円の営業損失であり

ます。また、平成21年８月期予想の32億円の営業損失には32億円の販売用不動産の評価損が含まれて
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おります。当第３四半期連結累計期間において、重要な営業損失37億円、経常損失38億円及び四半期

純損失47億円が生じたのは、上記の販売用不動産の評価損32億円の計上が主な要因となっております。

販売用不動産の評価損は、一時的、かつキャッシュ・フローを伴わない損失であるため、重要な資金

リスクを直接的に生じさせる要因ではありません。 

他方、アセット・マネージメント事業の営業利益又は営業損失の推移は、平成19年８月期実績８億

円、平成20年８月期実績13億円の各々営業利益、平成21年８月期予想は１億円の営業損失であります。

ただし、平成21年８月期予想の１億円の営業損失には、１億円の貸倒引当金繰入額を含んでおります。

また、アセット・マネージメント事業の中でも安定的な売上であるアニュアル・フィーは、平成19年

８月期実績７億円、平成20年８月期実績６億円、平成21年８月期予想４億円、平成22年８月期見込は

少なく見積って５億円であります。（なお、アセット・マネージメント契約に係る不動産等の購入時

及び売却時に計上されるアクイジション・フィー並びにディスポジション・フィー及びインセンティ

ブ・フィーについては、上記の実績並びに予想及び見込には含まれておりません。）また、アセッ

ト・インキュベーション事業で保有する収益物件の賃料収入は平成21年８月期予想１億円、平成22年

８月期見込２億円であります。このように、安定的な収益基盤は今後とも確保される見込であります。 

以上のことから、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失については、一時的、かつキャッシ

ュ・フローを伴わない損失によるものであり、事業基盤自体は安定的であるため、重要な資金リスク

はありません。 

 

第四に、財政状態については、販売用不動産等に係る評価損計上後においても、当第３四半期連結

会計期間末の純資産4,293,308千円を計上しており、自己資本比率51.2％と良好な財政状態を維持し

ております。 

 

以上の理由により、当社には重要な資金リスクは存在していないものと考えております。 

当社は、上記の通り、依然として健全な財務体質を保持しているものの、将来の世界経済並びに日

本経済のさらなる悪化を想定し、引き続き下記施策を実行することで、平成22年８月期からの経常黒

字の計上を確実にする所存であります。 

・アセット・マネージメント会社としての組織体制の再整備 

  当社は、平成21年６月30日付でアセット・マネージメント事業の中軸である株式会社エムケー

アセットマネージメントを吸収合併し、また、本社移転を平成21年７月６日付にて行います。 

  従来、当社グループでは会社組織が分かれていたため、間接部門が重複して存在し、また親子

会社間の情報の取扱いに関するファイアウオールを設定しておりました。しかし、この統合によ

り当社グループの経営資源をアセット・マネージメント事業に集約の上効率的に利用できるとと

もに、情報の伝達効率が著しく向上し、当社グループの競争力の向上が見込めます。また、グル

ープのスリム化により販売費及び一般管理費の削減に大きく寄与することとなります。 

・新規ファンド設立のための現金及び預金の確保 

  平成21年８月期中に借入をせず全額自己資金で投資を行なっている販売用不動産（開発用地）

２案件を８億円以上で売却する見込みであります。その売却金額をもって、今後のファンド設立

に伴う投資に充当し、アセット・マネージメント事業の収益源の拡大を目指してまいります。ま
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た、上記により事業の安定性を高め、さらなる財務体質の強化を図ってまいります。 

・外部から見ても資金リスクがないことが明らかな筋肉質なバランスシートの構築 

当社グループは従前から財務体質の健全性を意識した財務活動をおこなっており、販売用不動

産の取得にあたり、LTV（ローントゥバリュー、不動産の購入価額に対する借入金の割合のこ

と）を低めに抑えたことで、販売用不動産等の投資資産について多額の評価損等を計上しても、

なお自己資本比率50％程度を維持しております。 

  また、当社は株式会社エムケーアセットマネージメントを吸収合併すると同時に、同日付で金  

融商品取引業の変更登録を行い、あわせて自己投資に関する兼業承認を受けております。これは、  

自己投資を兼業する投資運用業者として、現状においても純資産額が大きく、かつ高い自己資本 

比率であることから、財務健全性が十分であるためと考えております。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）連結財政状態 

  （流動資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて37.9％、

4,536,065千円減少し、7,430,296千円となりました。主にこれは、不動前プロジェクト(開発用

地)の売却を行なったこと及び評価損3,238,405千円の計上により販売用不動産勘定の金額の減額

があったためであります。 

  （固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて19.4％、

222,912千円減少し、927,314千円となりました。主に、今年７月の事務所移転に伴なう内部造作

等の減損損失84,580千円を計上したことにより、建物勘定の金額が減少したためであります。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて25.6％、

504,491千円減少し、1,464,303千円となりました。これは主に、法人税等の納付により、未払法

人税等が555,230千円減少したためであります。 

  （固定負債） 

    当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて30.1％、

601,000千円増加し、2,600,000千円となりました。これは、主に不動前プロジェクトに係る事業

資金としての長期借入金の返済があった一方で、販売用不動産である「フレッジオ下北沢」の購

入及び「フレッジオ五反田」の工事費用などのための長期借入金が増加したためであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて53.1％、 

4,855,487千円減少し、4,293,308千円となりました。これは主に、四半期純損失の計上及び剰余

金の配当による利益剰余金の減少によるものであります。 
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（２）連結キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物については、期首残高に比べ2,163,420

千円減少し、当第３四半期連結会計期間末には1,655,047千円となりました。 

当第３四半期連結累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） 

営業活動の結果使用した資金は2,076,360千円となりました。 

これは、主に税金等調整前四半期純損失4,620,695千円の計上及び法人税等の支払額564,336千

円による支払があった一方で、不動前プロジェクト（開発用地）の売却及び評価損の計上により

販売用不動産の増減額に基づく収入等が1,883,007千円となったことと、営業貸付金の回収により

営業貸付金の増減額に基づく収入307,934千円があったことによります。 

  （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418,227千円となっております。 

    これは、共同事業「大阪東梅田新築プロジェクト」への投資として、その他の関係会社有価証

券の取得による支出450,000千円があったことが主因となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は331,167千円となりました。 

  「フレッジオ下北沢」の購入資金等に充てるため資金調達を行なったことによる長期借入によ

る収入3,815,000千円があった一方で、不動前プロジェクトに係る事業資金の借入返済等による長

期借入金の返済による支出3,214,000千円及び配当金の支払85,993千円による支出があったことが、

主な内訳となっております。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成21年4月10日付けで別途開示の「平成21年８月期 業績予想の修正」をご参照ください。 

 

 

４．その他 

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

    該当事項はありません。 

  （２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   １．簡便な会計処理 

    該当事項はありません。 

   ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    税金費用の計算については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の 

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採

用しております。 

（３）四半期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 
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  ・会計処理基準に関する事項の変更 

   １．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によ

っておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、第３四半期連結累計期間における売上総損失、営業損失、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失が1,747,016千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,655,047 3,818,468

売掛金 71,676 72,295

営業貸付金 949,002 1,256,937

販売用不動産 4,849,227 6,201,778

その他 252,183 783,835

貸倒引当金 △346,841 △166,952

流動資産合計 7,430,296 11,966,362

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） － 87,765

車両運搬具（純額） － 2,616

工具、器具及び備品（純額） 37,458 45,864

有形固定資産合計 37,458 136,246

無形固定資産 32,077 31,921

投資その他の資産   

投資有価証券 204,345 239,048

その他の関係会社有価証券 388,695 427,270

その他 264,737 315,739

投資その他の資産合計 857,778 982,059

固定資産合計 927,314 1,150,227

資産合計 8,357,611 13,116,590

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,499 49,092

短期借入金 1,025,000 230,000

1年内償還予定の社債 － 960,000

未払法人税等 2,753 557,983

その他 426,050 171,719

流動負債合計 1,464,303 1,968,794

固定負債   

長期借入金 2,600,000 1,999,000

固定負債合計 2,600,000 1,999,000

負債合計 4,064,303 3,967,794
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,143,747 2,137,075

資本剰余金 2,424,143 2,417,471

利益剰余金 △289,527 4,533,663

株主資本合計 4,278,363 9,088,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66 －

評価・換算差額等合計 △66 －

新株予約権 15,011 60,583

純資産合計 4,293,308 9,148,795

負債純資産合計 8,357,611 13,116,590
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(2) 四半期連結損益計算書 
  第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,380,699

売上原価 4,117,069

売上総損失（△） △2,736,370

販売費及び一般管理費 1,063,451

営業損失（△） △3,799,821

営業外収益  

受取利息 2,059

受取配当金 3

有価証券売却益 5

雑収入 1,982

営業外収益合計 4,050

営業外費用  

支払利息 51,285

融資手数料 31,946

社債発行保証料 520

株式交付費 235

雑損失 2,916

営業外費用合計 86,905

経常損失（△） △3,882,676

特別利益  

固定資産売却益 547

新株予約権戻入益 73,310

特別利益合計 73,858

特別損失  

固定資産除却損 302

減損損失 84,580

投資有価証券評価損 467,724

事業構造改善引当金繰入額 230,672

事務所移転費用 28,400

その他 197

特別損失合計 811,877

税金等調整前四半期純損失（△） △4,620,695

法人税、住民税及び事業税 2,059

法人税等調整額 113,481

法人税等合計 115,540

四半期純損失（△） △4,736,236
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  第３四半期連結会計期間 
(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 976,688

売上原価 837,287

売上総利益 139,400

販売費及び一般管理費 239,629

営業損失（△） △100,228

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 1

営業外収益合計 13

営業外費用  

支払利息 16,784

融資手数料 3,696

雑損失 1,051

営業外費用合計 21,531

経常損失（△） △121,746

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,328

事業構造改善引当金戻入額 2,862

その他 208

特別利益合計 8,398

特別損失  

事務所移転費用 28,400

特別損失合計 28,400

税金等調整前四半期純損失（△） △141,747

法人税、住民税及び事業税 △2,060

法人税等調整額 1,350

法人税等合計 △710

四半期純損失（△） △141,037
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △4,620,695

減価償却費 22,147

減損損失 84,580

貸倒引当金の増減額（△は減少） 179,888

匿名組合投資損益（△は益） △17,686

受取利息及び受取配当金 △2,062

支払利息 51,285

株式報酬費用 27,738

融資手数料 31,946

株式交付費 235

新株予約権戻入益 △73,310

固定資産売却損益（△は益） △547

固定資産除却損 302

有価証券売却損益（△は益） △5

投資有価証券評価損益（△は益） 467,724

出資金譲渡損益（△は益） 197

売上債権の増減額（△は増加） 619

営業貸付金の増減額（△は増加） 307,934

販売用不動産の増減額（△は増加） 1,883,007

立替金の増減額（△は増加） 7,999

前渡金の増減額（△は増加） △11,550

匿名組合出資の増減額（△は増加） 72,310

仕入債務の増減額（△は減少） △38,593

未払金の増減額（△は減少） 186,293

預り金の増減額（△は減少） △45,055

預り敷金の増減額（△は減少） 114,036

その他 △88,289

小計 △1,459,547

利息及び配当金の受取額 2,062

利息の支払額 △54,539

法人税等の支払額 △564,336

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,076,360
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △5,267

有形固定資産の売却による収入 2,762

無形固定資産の取得による支出 △580

信託預金の払戻による収入 1,751

投資有価証券の売却による収入 70

その他の関係会社有価証券の取得による支出 △450,000

出資金の回収による収入 1,802

敷金及び保証金の回収による収入 70,649

敷金及び保証金の差入による支出 △35,466

その他 △3,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △418,227

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 795,000

長期借入れによる収入 3,815,000

長期借入金の返済による支出 △3,214,000

社債の償還による支出 △960,000

株式の発行による収入 13,107

配当金の支払額 △85,993

その他 △31,946

財務活動によるキャッシュ・フロー 331,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,163,420

現金及び現金同等物の期首残高 3,818,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,655,047
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

  （４）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 

 

アセット・
マネージメン

ト事業 
(千円) 

アセット・
インキュベー
ション事業
(千円) 

その他の事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

107,875 859,072 9,741 976,688 ― 976,688

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 107,875 859,072 9,741 976,688 ― 976,688

営業利益又は営業損失（△） △14,775 12,033 6,617 3,874 △104,102 △100,228

(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．各区分に属する主要な事業内容 

     （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．会計処理の方法の変更 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

       第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18 

年７月５日）を適用しております。 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日) 

 

 

アセット・
マネージメン

ト事業 
(千円) 

アセット・
インキュベー
ション事業
(千円) 

その他の事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

454,969 902,589 23,140 1,380,699 ― 1,380,699

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 454,969 902,589 23,140 1,380,699 ― 1,380,699

営業利益又は営業損失（△） △155,278 △3,261,296 10,516 △3,406,058 △393,763 △3,799,821
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(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．各区分に属する主要な事業内容 

      （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．会計処理の方法の変更 

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

        第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成   

18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損    

失がアセット・インキュベーション事業で1,747,016千円増加しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)及び当第３四半期連結 

累計期間（自  平成20年９月１日   至   平成21年５月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所存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】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)及び当第３四半期連結 

累計期間（自  平成20年９月１日   至   平成21年５月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１） （要約）四半期連結損益計算書 

   前第３四半期連結累計期間（平成19年９月１日～平成20年5月31日） 

 
前第３四半期 

(自 平成19年 9月 1日 
至 平成20年 5月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  9,224,307 100.0

Ⅱ 売上原価  5,513,090 59.8

売上総利益  3,711,216 40.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,095,522 11.8

営業利益  2,615,694 28.4

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 4,347 

２ 受取配当金 18 

３ 有価証券売却益 103 

４ 雑収入 8,315 12,783 0.1

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息 39,671 

２ 株式交付費 664 

３ 社債発行保証料 3,643 

４ 融資手数料 14,076 

５ 雑損失 27,631 85,686 0.9

経常利益  2,542,791 27.6

Ⅵ 特別利益  

 １ 貸倒引当金戻入益 545 

 ２ 匿名組合分配損益 27,910 28,455 0.3

Ⅶ 特別損失  

 １ 固定資産除却損 593 

 ２ 投資有価証券評価損 1,552 

 ３ 関係会社整理損 1,000 3,145 0.1

税金等調整前第３ 
四半期純利益 

 2,568,101 27.8

法人税、住民税  
及び事業税 

1,138,515 

法人税等調整額 △90,422 1,048,092 11.3

少数株主利益  1,380 0.0

第３四半期純利益  1,518,628 16.5
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（２） （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

    前第３四半期連結累計期間（平成19年９月１日～平成20年５月31日） 

 
前第３四半期 

(自 平成19年 9月 1日 
至 平成20年 5月31日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前第３四半期純利益 2,568,101 

２ 減価償却費 16,720 

３ 貸倒引当金の増加額（△は減少額） △545 

４ 賞与引当金の増加額（△は減少額） 127,139 

５ 匿名組合投資損益 △35,777 

６ 受取利息及び受取配当金 △4,365 

７ 支払利息 39,671 

８ 固定資産除却損 593 

９ 有価証券売却益 △103 

10  投資有価証券評価損 1,552 

11 関係会社整理損 1,000 

12 株式交付費 664 

13 融資手数料 14,076 

14 株式報酬費用 26,718 

15 売上債権の減少額（△は増加額） 59,062 

16 営業貸付金の減少額（△は増加額） △177,306 

17 たな卸資産の減少額（△は増加額） 2,369,105 

18 前渡金の減少額（△は増加額） △234,089 

19 立替金の減少額（△は増加額） 21,517 

20 匿名組合出資の減少額（△は増加額） 35,133 

21 仕入債務の増加額（△は減少額） △17,828 

22 未払金の増加額（△は減少額） △14,569 

 23 前受金の増加額（△は減少額） △188,500 

 24 預り金の増加額（△は減少額） △187,320 

 25 預り敷金の増加額（△は減少額） △12,479 

 26 その他 55,977 

小計 4,464,148 

27 利息及び配当金の受取額 5,576 

28 利息の支払額 △42,281 

29 法人税等の支払額 △1,394,425 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,033,019 
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前第3四半期 

(自 平成19年 9月 1日 
至 平成20年 5月31日)

区分   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 △36,794 

２ 無形固定資産の取得による支出 △16,921 

３ 投資有価証券の売却による収入 209 

４ 投資有価証券の取得による支出 △690 

５ 出資金の回収による収入 1,500 

６ 出資金の払込による支出 △4,000 

７ 信託預金の払戻による収入 6,386 

８ 信託預金の預入による支出 △26,711 

９ 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 

10 差入敷金保証金の回収による収入 210 

11 差入敷金保証金の支出 △97,619 

12 その他 △5,200 

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,632 

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 230,000 

２ 長期借入れによる収入 1,220,000 

３ 長期借入金の返済による支出 △3,540,000 

４ 社債の償還による支出 △280,000 

５ 株式の発行による収入 27,650 

６ 配当金の支払額 △81,952 

７ その他 △14,076 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,438,377 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減
少額） 

416,008 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,805,155 

Ⅵ 連結子会社減少に伴う現金及び現金同
等物の減少額 

△93,158 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,128,005 
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（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年 9月1日 至 平成20年 5月31日) 

 
アセット・

マネージメ

ント事業 

(千円) 

アセット

・インキ

ュベーシ

ョン事業

(千円) 

その他の

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ売上高及び営業損益 

売上高 

(1) 外部顧客に対す

る売上高 

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 

 

1,746,767 

 

― 

 

7,372,491

 

― 

105,048 

 

― 

9,224,307

― 

 

 

― 

 

― 

 

 

 

9,224,307 

 

― 

 

計 1,746,767 7,372,491 105,048 9,224,307 ― 9,224,307 

営業費用 337,761 5,653,341 20,999 6,012,102 596,509 6,608,612 

営業利益 1,409,005 1,719,149 84,048 3,212,204 (596,509) 2,615,694 

   (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(596,509千円)の主なものは、当

社の管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31日) 

前第３四半期連結累計期間において、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。 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31日) 

前第３四半期連結累計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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６.その他の情報 

（生産、受注及び販売の状況） 

(1) 生産実績 

当社グループは、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 

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。 

 

(3) 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の

とおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 

アセット・マネージメント事業 454,969 

アセット・インキュベーション事業 902,589 

その他の事業 23,140 

合計 1,380,699 

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

 

相手先 販売高(千円) 割合(％) 

大和ハウス工業㈱ 810,000 58.7 

 

 

（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日  至 平成21年５月31日） 

当社は、平成21年５月18日開催の取締役会において、平成21年６月30日を効力発生日として、当社

の完全子会社である株式会社エムケーアセットマネージメントを吸収合併することを決議しており、

同日付で株式会社エムケーアセットマネージメントを吸収合併しております。 

1．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称、取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業 

  当社による当社の完全子会社である株式会社エムケーアセットマネージメントの吸収合併であり

ます。 

(2) 企業結合の法的形式 

当社を吸収合併存続会社、株式会社エムケーアセットマネージメントを吸収合併消滅会社とする吸

収合併方式であります。 

(3) 結合後企業の名称 

  株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

22



㈱エムケーキャピタルマネージメント（2478）平成21年８月期 第３四半期決算短信 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

 株式会社エムケーアセットマネージメントは、当社グループにおいて、顧客投資家から主に不動

産の運用・管理を受託するアセット・マネージメント事業を行なっておりましたが、当社グループ

において、アセット・インキュベーション事業からアセット・マネージメント事業へ経営資源の集

約化を図り、また、業務効率化及びコスト削減を達成するために、合併の効力発生日と同日付で、

当社が総合不動産投資顧問業の登録及び金融商品取引業の変更登録（第二種金融商品取引業、投資

運用業及び投資助言・代理業）が完了したことを受け、同社を吸収合併するものであります。 

2．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15

日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 
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