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1.  平成22年8月期第1四半期の業績（平成21年9月1日～平成21年11月30日） 

（注）21年8月期第1四半期につきましては、連結として開示したため、記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年8月期第1四半期 172 ― △44 ― △60 ― △60 ―
21年8月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年8月期第1四半期 △995.39 ―
21年8月期第1四半期 ― ―

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

22年8月期第1四半期 6,515 2,611 39.6 42,542.19
21年8月期 6,587 2,665 40.1 43,538.87

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  2,581百万円 21年8月期  2,641百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年8月期の業績予想（平成21年9月1日～平成22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）

（注）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

第2四半期 
累計期間

389 461.3 △68 ― △103 ― △103 ― △1,712.21

通期 2,645 39.8 285 ― 208 ― 207 ― 3,421.06
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第1四半期 60,670株 21年8月期  60,670株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  ―株 21年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第1四半期 60,670株 21年8月期第1四半期 59,809株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に
関する定性的情報をご参照ください。 
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㈱エムケーキャピタルマネージメント（2478）平成 22 年 8 月期 第 1四半期決算短信（非連結）  

【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第 1 四半期累計期間におけるわが国の経済は、雇用情勢は依然として厳しく、また、消費

者物価もデフレの傾向を示しておりますが、アジア地域の経済の回復に伴う輸出の増加により

企業業績が下げ止まるなど、その景気は持ち直しつつあります。  

 当社が属する不動産及び不動産金融業界においては、不動産取引は依然として低調なままで

あり、収益物件の運用を取り巻く状況についても、全体感として引き続き賃料は下落し、空室

率は上昇していることから、依然厳しい状況にあるといえます。  

 このような状況のもと、当社はアセット・マネージメント事業の規模の拡大及び同事業にお

ける収益機会の獲得のため、新規ファンドの設立による受託案件並びに AM リプレイス案件（注

1）及びデット・リストラクチャリング案件（注 2）の獲得に注力するとともに、顧客投資家か

らの受託物件及びアセット・インキュベーション事業における自己投資案件について、リーシ

ング活動を中心としたバリュー・アップに努めてまいりました。 

 以上の結果、当第 1 四半期累計期間の業績は、売上高は 172,587 千円、営業損失は 44,938

千円、経常損失は 60,335 千円、四半期純損失は 60,390 千円という結果となりました。  

   

当第 1四半期累計期間の各事業部門における活動は以下のとおりであります。 

なお、当社は当第 1 四半期累計期間より初めて四半期財務諸表を作成しているため、前年同

四半期累計期間との比較に関しては記載しておりません。 

  アセット・マネージメント事業においては、既存の受託案件について、SPC に対するローン

の期日延長によりフィー収入を維持するとともに、受託案件の売却活動によるディスポジショ

ン・フィーを計上した結果、当事業における売上高は 101,780 千円となりました。また、当第

1四半期会計期間末の受託資産残高は 73,697 百万円となっております。 

  アセット・インキュベーション事業においては、『フレッジオ・シリーズ（注 3）』3物件の収

益力の維持・増大のため、稼働率の向上を目標にリーシング活動に注力いたしました。その結

果、当事業における売上高は 64,585 千円となりました。 

  その他の事業においては、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による投資利益等を計上し

た結果、売上高は 6,221 千円となりました。 

 

（注 1） 不動産アセット・マネージメント会社の破綻や信用力低下による当該アセット・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や、金融機関等の債務者区分改善及びアセッ

ト・マネージメント・サービスの改善に寄与する不動産投資案件のリストラクチャリングに対す

る取組みのことをいいます。 

（注 2） デフォルト（債務不履行）状態又はその恐れがあるものの、将来の価値回復を見込める不動産

投資 SPC に対して、新規資金のファイナンス・アレンジ、ローン返済期限の延長及びローンの組
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㈱エムケーキャピタルマネージメント（2478）平成 22 年 8 月期 第 1四半期決算短信（非連結）  

み替えなどを提案するとともに、当該 SPC からアセット・マネージメント業務の受託を目標とす

る取組みのことをいいます。 

（注 3） フレッジオ・シリーズとは、当社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っ

た一連の自己投資による不動産のことをいいます。現在、「フレッジオＬＡ」（愛知県名古屋市中

区所在）、「フレッジオ下北沢」（東京都世田谷区所在）及び「フレッジオ五反田」（東京都品川区

所在）の 3 物件が稼働中であり、そのうち前者の 2 物件については満室稼働中で、残りの 1 物件

についてはリーシング活動中で当四半期決算短信提出日現在 70.2％の稼働率（契約ベース）とな

っております。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第 1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して72,671千円減少し、

6,515,327 千円となりました。その主な要因は、次のとおりであります。 

(流動資産) 

 当第 1四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末と比較して 76,966 千円減少

し、6,083,658 千円となりました。これは主に、現金及び預金が 37,790 千円減少したこと

によるものであります。（なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、5.【四半期財

務諸表】(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】をご参照ください。） 

(固定資産) 

 当第１四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末と比較して 4,294 千円増加

し、431,669 千円となりました。新規のデット・リストラクチャリング案件等の取組みに備

え、新たに設立した一般社団法人への基金拠出による出資金の増加が主因となっておりま

す。 

(流動負債) 

 当第 1 四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末と比較して 2,597,479 千円

増加し、2,982,532 千円となりました。これは主に、長期借入金勘定を 1年内返済予定の長

期借入金勘定に振り替えたことによるものであります。 

(固定負債) 

 当第 1 四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末と比較して 2,616,800 千円

減少し、921,000 千円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金勘定への振

替による減少のためであります。 

(純資産) 

当第 1四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比較して53,350千円減少し、

2,611,795 千円となりました。これは主に、四半期純損失の計上によるものであります。 
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㈱エムケーキャピタルマネージメント（2478）平成 22 年 8 月期 第 1四半期決算短信（非連結）  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

 当第 1 四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事

業年度末と比較して 37,790 千円減少し、2,205,443 千円となりました。  

 当第 1 四半期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。 

 なお、当社は当第 1 四半期累計期間より初めて四半期財務諸表を作成しているため、前

年同四半期累計期間との比較に関しては記載しておりません。 

(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 35,885 千円となりました。 

  これは主に、税引前四半期純損失 60,390 千円及び自己投資不動産のテナントからの預  

り敷金の増加額 18,210 千円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は 14,978 千円となりました。 

    これは主に、不動産管理処分信託に係る信託預金の払戻による収入 19,020 千円によるもの  

であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は 16,883 千円となりました。 

     これは主に、長期借入金の返済による支出 16,800 千円によるものであります。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成 21 年 10 月 9 日に公表いたしました平成 22 年 8 月期第 2四

半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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、当事業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。 

  (2) 四半期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 

該当事項はありません。 
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㈱エムケーキャピタルマネージメント（2478）平成 22 年 8 月期 第 1四半期決算短信（非連結）  

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等 

   当社は、前第1四半期連結累計期間の売上高268,412千円（うち、アセット・マネージメ

ント事業にかかるもの243,115千円）に対し、当第1四半期累計期間の売上高172,587千円

（うち、アセット・マネージメント事業にかかるもの101,780千円）と、売上高が著しく

減少しておりますが、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。（なお、

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売上高の過半を計上してい

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ております。） 

   当社の売上高の著しい減少は、主にアセット・マネージメント事業における一時的又は

臨時的な売上であるアクイジション・フィー及びインセンティブ・フィーについて、前第

1四半期連結累計期間の実績の合計88,444千円に対して、当第1四半期累計期間においては

実績がなかったために生じました。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。具体的には以下のとお

りであります。 

  まず、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 21 年８月期実績４億円、平成 22 年８月期予想は約６億円であります。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月期実

績１億円、平成 22 年８月期予想約２億円であります。以上により、安定的な収益は年間

約８億円程度を維持することが可能であります。 

  一方で、現金流出を伴う諸経費は前事業年度の経費削減により年間８億円程度となって

おります。 

以上により、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存在せず、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないもの

と考えております。 

なお、平成 21 年８月期の実績は連結ベースによっております。 
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５【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 2,205,443
売掛金 69,522
営業貸付金 816,315
販売用不動産 3,266,275
その他 206,348
貸倒引当金 △480,247

流動資産合計 6,083,658

固定資産
有形固定資産 64,450
無形固定資産 23,300
投資その他の資産

投資有価証券 58,004
その他の関係会社有価証券 164,228
その他 121,685

投資その他の資産合計 343,918

固定資産合計 431,669

資産合計 6,515,327

負債の部
流動負債

買掛金 75,466
1年内返済予定の長期借入金 2,667,200
未払法人税等 1,708
その他 238,157

流動負債合計 2,982,532

固定負債
長期借入金 921,000

固定負債合計 921,000

負債合計 3,903,532
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

純資産の部
株主資本

資本金 2,143,747
資本剰余金 2,424,143
利益剰余金 △1,986,741

株主資本合計 2,581,149

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △115

評価・換算差額等合計 △115

新株予約権 30,761

純資産合計 2,611,795

負債純資産合計 6,515,327

8



(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

売上高 172,587
売上原価 30,107

売上総利益 142,479

販売費及び一般管理費 187,418

営業損失（△） △44,938

営業外収益
受取利息 29
還付加算金 344
受取保険金 246
雑収入 437

営業外収益合計 1,058

営業外費用
支払利息 16,455

営業外費用合計 16,455

経常損失（△） △60,335

特別損失
投資有価証券評価損 54

特別損失合計 54

税引前四半期純損失（△） △60,390

四半期純損失（△） △60,390
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△） △60,390
減価償却費 5,313
貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,094
受取利息及び受取配当金 △29
支払利息 16,455
株式報酬費用 7,118
売上債権の増減額（△は増加） △7,587
営業貸付金の増減額（△は増加） △1,000
販売用不動産の増減額（△は増加） △2,225
仕入債務の増減額（△は減少） 2,477
預り敷金の増減額（△は減少） 18,210
その他 △24,951

小計 △28,516

利息及び配当金の受取額 29
利息の支払額 △16,741
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,342

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,885

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 △1,042
信託預金の払戻による収入 19,020
出資金の払込による支出 △3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,978

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △16,800
配当金の支払額 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,790

現金及び現金同等物の期首残高 2,243,234

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,205,443
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(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) 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」

（1）【前連結会計年度末の要約連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,296,258

売掛金 62,414

営業貸付金 815,315

販売用不動産 3,255,871

その他 239,422

貸倒引当金 △462,140

流動資産合計 6,207,142

固定資産

有形固定資産 67,506

無形固定資産 25,365

投資その他の資産

投資有価証券 54,884

その他の関係会社有価証券 161,782

その他 88,685

投資その他の資産合計 305,352

固定資産合計 398,223

資産合計 6,605,366

負債の部

流動負債

買掛金 79,027

1年内返済予定の長期借入金 67,200

未払法人税等 5,745

その他 229,351

流動負債合計 381,324

固定負債

長期借入金 3,537,800

固定負債合計 3,537,800

負債合計 3,919,124

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,747

資本剰余金 2,424,143

利益剰余金 △1,905,255

株主資本合計 2,662,635

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △36

評価・換算差額等合計 △36

新株予約権 23,643

純資産合計 2,686,241

負債純資産合計 6,605,366
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（2）【四半期連結損益計算書】

【前第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
 至 平成20年11月30日)

売上高 268,412

売上原価 398,191

売上総損失（△） △129,778

販売費及び一般管理費 430,485

営業損失（△） △560,264

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 0

有価証券売却益 5

雑収入 2,381

営業外収益合計 2,387

営業外費用

支払利息 17,460

株式交付費 203

社債発行保証料 520

融資手数料 28,250

雑損失 1,250

営業外費用合計 47,685

経常損失（△） △605,562

特別損失

投資有価証券評価損 1,371

その他 197

特別損失合計 1,569

税金等調整前四半期純損失（△） △607,131

法人税、住民税及び事業税 27,298

法人税等調整額 113,410

法人税等合計 140,709

四半期純損失（△） △747,841
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（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

【前第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
 至 平成20年11月30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（△） △607,131

減価償却費 8,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） 75,278

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,500

匿名組合投資損益（△は益） △7,617

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 17,460

株式報酬費用 10,890

融資手数料 28,250

株式交付費 203

有価証券売却損益（△は益） △5

投資有価証券評価損益（△は益） 1,371

出資金譲渡損益（△は益） 197

販売用不動産評価損 378,439

売上債権の増減額（△は増加） △41,479

営業貸付金の増減額（△は増加） 149,434

販売用不動産の増減額（△は増加） △1,644,086

立替金の増減額（△は増加） 9,555

匿名組合出資の増減額（△は増加） 21,587

仕入債務の増減額（△は減少） △4,703

未払金の増減額（△は減少） △19,737

預り金の増減額（△は減少） △23,522

預り敷金の増減額（△は減少） 49,620

その他 △72,795

小計 △1,660,217

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △20,648

法人税等の支払額 △549,916

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,230,781

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 △5,007

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 70,484

その他 800

投資活動によるキャッシュ・フロー △380,679
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
 至 平成20年11月30日)

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） △230,000

長期借入れによる収入 2,524,000

社債の償還による支出 △960,000

株式の発行による収入 13,139

配当金の支払額 △74,716

その他 △28,250

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,244,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,367,288

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 2,451,179
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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 

当社は、アセット・マネージメント事業及びアセット・インキュベーション事業を主体と

しており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。 

(2) 受注実績 

当社は、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。 

 (3) 販売実績 

当第1四半期累計期間における販売実績を事業部門ごとに示すと、次の通りであります。 
 

事業部門別の名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

アセット・マネージメント事業 101,780 －

アセット・インキュベーション事業 64,585 －

その他の事業 6,221 －

合計 172,587 －

(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 前第 1四半期は連結として開示したため、前年同四半期比については記載しておりません。 

   

 

 

(追加情報) 

資本準備金の減少及び剰余金の処分 

当社は、平成 21 年 10 月 19 日開催の取締役会において、平成 21年 11 月 26 日開催の第８回

定時株主総会に、資本準備金の減少及び剰余金の処分について付議することを決議し、同総会

において決議されております。 

 1．資本準備金の減少及び剰余金の処分の目的 

繰越利益剰余金の欠損の填補を行うとともに、分配可能額（配当可能利益）を確保し、今

後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、資本準備金の減少及び剰余金の処分を行おう

とするものであります。 

2．準備金の減少の方法 

会社法第 448 条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部を取り崩し、その他資本剰余金

に振り替えるものであります。  

   ①減少する準備金の額 

資本準備金    1,926,350,810 円 

②増加する剰余金の額 

その他資本剰余金 1,926,350,810 円 
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3．剰余金の処分の方法 

会社法第 452 条の規定に基づき、上記振り替え後のその他資本剰余金で、繰越利益剰余金

の欠損の填補を行うものであります。 

①減少する剰余金の項目 

その他資本剰余金 1,926,350,810 円 

②増加する剰余金の項目 

繰越利益剰余金  1,926,350,810 円 

4．日程  

(1) 取締役会決議日    平成 21 年 10 月 19 日 

(2) 株主総会開催日    平成 21 年 11 月 26 日 

(3) 効力発生日       平成 21 年 12 月 29 日 
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