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1.  平成22年8月期第2四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 

（注）21年8月期第2四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2四半期 525 ― 81 ― 43 ― 55 ―
21年8月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 921.47 918.63
21年8月期第2四半期 ― ―

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2四半期 6,382 2,736 42.3 44,458.86
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2四半期  2,697百万円 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 ― 0.00
22年8月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,522 33.3 40 ― △140 ― △152 ― △1,530.27
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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、6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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 60,670株 21年8月期第2四半期 60,237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、6ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に
関する定性的情報をご覧下さい。 
 また、「3. 平成22年8月期の業績予想」の1株当たり当期純利益は、第三者割当増資により平成22年4月5日に増加した株数96,154株を含んで算出してお
ります。 
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【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２四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、アジア地域経済の回復に伴う輸出の増加や国内の消費

刺激策の効果一巡等により企業業績が下げ止まり、景気の二番底懸念は後退しつつあります。  

 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、引き続き厳しい状況にあるといえますが、その一方で、既存投資案件を

より信頼性の高い先に運用委託したいというニーズを持つプレイヤーや、より安定性、収益性及

び透明性が高い投資案件をポートフォリオに組込むことで、バランスのよい資金運用を行いたい

というニーズを持つグローバルな年金基金等との取組みにより、事業規模を拡大できる環境にな

りつつあります。 

 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、不動産投資を指向する投資家との新規ファンドの設立を模索するとと

もに、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）の新規受託

をすべく、金融機関及び投資家等に提案等の営業活動を行い、徐々にその成果が表れつつありま

す。また、既存受託物件については、リーシング活動を中心としたバリュー・アップにより、ア

セット・マネージメント・フィー収入の維持・拡大を図るとともに、アセット・インキュベーシ

ョン事業における自己投資物件についても、リーシング活動により賃料収入の維持・拡大に努め

てまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は 525,063千円、営業利益は 81,039 千

円、経常利益は 43,280千円、四半期純利益は 55,905 千円となりました。  

   

当第２四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、受託案件の売却活動に基づくインセンティブ・フ

ィー157,425 千円を計上するとともに、金融機関等に対する提案活動の結果、デット・リストラ

クチャリング案件の新規獲得に至り、アクイジション・フィー32,000 千円を獲得致しました。

以上から、当事業における売上高は 378,500千円となりました。なお、当第２四半期会計期間末

の受託資産残高は 72,996百万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、厳しい賃貸市場の中で、『フレッジオ・シリ

ーズ』（注３）３物件に入居しているテナントの満足度を向上させるべく、テナント・リレーシ

ョンシップに注意を払うことで、賃料収入を維持・拡大するとともに、更なる稼働率の向上を目

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 134,308 千円とな

りました。 

㈱エムケーキャピタルマネージメント （2478） 平成22年8月期　第二四半期決算短信（非連結）

3



 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 12,253千円となりました。 

 

（注１） ＡＭリプレイス案件 

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） デット・リストラクチャリング案件 

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（対象となる不動産等の資産の原保有者から当該資産の譲渡を受け、有価証券を発行す

るような特別の目的のために設立される会社）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』 

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物件を保有しており、

そのうち前者の２物件については満室稼働を維持しております。また、「フレッジオ五反田」につ

いては、全７フロアーのうち６フロアーが稼働中(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２四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 205,056 千円減少

し、6,382,943千円となりました。その主な要因は、次のとおりであります。 

(流動資産) 

 当第２四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 156,361 千円減

少し、6,004,264千円となりました。これは主に、売掛金が 200,257 千円増加した一方、現

金及び預金が 282,363 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２四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 48,695 千円減少

し、378,679 千円となりました。子会社の清算により関係会社株式が 30,000 千円減少した
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ことが主因となっております。 

(流動負債) 

 当第２四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 1,237,938 千円

増加し、1,622,991 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２四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 1,514,000 千円

減少し、2,023,800 千円となりました。これは、上記のとおり長期借入金勘定を流動負債へ

振替えたためであります。 

(純資産) 

当第２四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 71,005千円増加し、

2,736,151千円となりました。これは主に、四半期純利益の計上によるものであります。 

 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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 282,363 千円減少し、1,960,870千円となりました。  

 当第２四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 154,347千円となりました。 

      これは主に、税引前四半期純利益 56,380千円を計上した一方で、売上債権の増加額  

200,257千円を計上したことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は 106,913千円となりました。 

      これは主に、子会社の清算による収入 56,235千円及び不動産管理処分信託に係る信託預   

金の払戻による収入 44,720 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 234,929千円となりました。 

     これは主に、長期借入れによる収入 1,200,000 千円があった一方で、長期借入金の返済  

による支出 1,428,000 千円があったことによるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成 22年２月 26日に業績予想の修正を行っております。

具体的な内容につきましては、平成 22年２月 26日に公表いたしました「業績予想の修正に 

関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

 

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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5.【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,960,870

売掛金 262,192

営業貸付金 822,819

販売用不動産 3,249,706

その他 200,831

貸倒引当金 △492,156

流動資産合計 6,004,264

固定資産

有形固定資産 61,161

無形固定資産 21,274

投資その他の資産

投資有価証券 48,358

その他の関係会社有価証券 166,198

その他 81,685

投資その他の資産合計 296,242

固定資産合計 378,679

資産合計 6,382,943

負債の部

流動負債

買掛金 8,167

1年内返済予定の長期借入金 1,353,200

未払法人税等 7,510

その他 254,113

流動負債合計 1,622,991

固定負債

長期借入金 2,023,800

固定負債合計 2,023,800

負債合計 3,646,791

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,747

資本剰余金 497,792

利益剰余金 55,905

株主資本合計 2,697,445

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △126

評価・換算差額等合計 △126

新株予約権 38,832

純資産合計 2,736,151

負債純資産合計 6,382,943
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 525,063

売上原価 80,699

売上総利益 444,363

販売費及び一般管理費 363,323

営業利益 81,039

営業外収益

受取利息 485

業務受託料 770

雑収入 919

営業外収益合計 2,174

営業外費用

支払利息 32,548

雑損失 7,385

営業外費用合計 39,934

経常利益 43,280

特別利益

子会社清算益 26,235

特別利益合計 26,235

特別損失

投資有価証券評価損 13,134

特別損失合計 13,134

税引前四半期純利益 56,380

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等合計 475

四半期純利益 55,905
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【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 352,475

売上原価 50,592

売上総利益 301,883

販売費及び一般管理費 175,904

営業利益 125,978

営業外収益

受取利息 455

業務受託料 640

雑収入 20

営業外収益合計 1,116

営業外費用

支払利息 16,092

株式交付費 6,750

雑損失 635

営業外費用合計 23,478

経常利益 103,615

特別利益

子会社清算益 26,235

特別利益合計 26,235

特別損失

投資有価証券評価損 13,080

特別損失合計 13,080

税引前四半期純利益 116,771

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等合計 475

四半期純利益 116,296
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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２四半期累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 56,380

減価償却費 10,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,003

子会社清算損益（△は益） △26,235

受取利息及び受取配当金 △485

支払利息 32,548

株式報酬費用 15,189

株式交付費 6,750

投資有価証券評価損益（△は益） 13,134

売上債権の増減額（△は増加） △200,257

営業貸付金の増減額（△は増加） △7,503

販売用不動産の増減額（△は増加） 14,343

仕入債務の増減額（△は減少） △64,822

預り敷金の増減額（△は減少） 29,746

その他 △40,890

小計 △131,470

利息及び配当金の受取額 485

利息の支払額 △33,503

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 10,141

営業活動によるキャッシュ・フロー △154,347

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 44,720

子会社の清算による収入 56,235

出資金の払込による支出 △3,000

敷金及び保証金の回収による収入 10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 106,913

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 △1,428,000

長期借入れによる収入 1,200,000

配当金の支払額 △179

その他 △6,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,363

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 1,960,870
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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 

   当社は、平成21年11月26日開催の第８回定時株主総会の決議に基づき、平成21年12月29

日を効力発生日として、資本準備金1,926,350千円の取崩しによる欠損填補を実施しており

ます。その結果、資本剰余金が1,926,350千円減少し、利益剰余金が1,926,350千円増加し

ております。 
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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２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成21年２月28日)

売上高 404,010

売上原価 3,279,781

売上総損失（△） △2,875,770

販売費及び一般管理費 829,150

営業損失（△） △3,704,921

営業外収益

受取利息 2,047

受取配当金 1

有価証券売却益 5

雑収入 2,616

営業外収益合計 4,671

営業外費用

支払利息 34,500

融資手数料 28,250

社債発行保証料 520

株式交付費 235

雑損失 2,500

営業外費用合計 66,007

経常損失（△） △3,766,257

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 467,933

事業構造改善引当金繰入額 233,534

その他 197

特別損失合計 786,547

税金等調整前四半期純損失（△） △4,478,947

法人税、住民税及び事業税 4,119

法人税等調整額 112,130

法人税等合計 116,250

四半期純損失（△） △4,595,198
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【前第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年２月28日)

売上高 135,598

売上原価 2,881,590

売上総損失（△） △2,745,992

販売費及び一般管理費 409,164

営業損失（△） △3,155,156

営業外収益

受取利息 2,047

受取配当金 1

雑収入 235

営業外収益合計 2,283

営業外費用

支払利息 17,040

株式交付費 32

雑損失 1,250

営業外費用合計 18,322

経常損失（△） △3,171,195

特別利益

固定資産売却益 547

賞与引当金戻入額 10,500

新株予約権戻入益 73,310

特別利益合計 84,358

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 466,561

事業構造改善引当金繰入額 233,534

特別損失合計 784,978

税金等調整前四半期純損失（△） △3,871,815

法人税、住民税及び事業税 △23,178

法人税等調整額 △1,279

法人税等合計 △24,458

四半期純損失（△） △3,847,357
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  （３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【前第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成21年２月28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（△） △4,478,947

減価償却費 16,180

減損損失 84,580

貸倒引当金の増減額（△は減少） 185,216

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 233,534

匿名組合投資損益（△は益） △8,528

受取利息及び受取配当金 △2,048

支払利息 34,500

株式報酬費用 19,106

融資手数料 28,250

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） 467,933

出資金譲渡損益（△は益） 197

売上債権の増減額（△は増加） 13,146

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） 1,571,406

立替金の増減額（△は増加） 7,033

前渡金の増減額（△は増加） △1,417

匿名組合出資の増減額（△は増加） 51,725

仕入債務の増減額（△は減少） △27,198

未払金の増減額（△は減少） △28,619

預り金の増減額（△は減少） △28,169

預り敷金の増減額（△は減少） 83,161

その他 △27,431

小計 △1,571,778

利息及び配当金の受取額 2,048

利息の支払額 △39,171

法人税等の支払額 △553,500

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,162,401
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成21年２月28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

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 △3,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △385,689

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 13,107

配当金の支払額 △85,737

その他 △28,250

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,233,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,314,970

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 2,503,497
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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２四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 378,500 － 

アセット・インキュベーション事業 134,308 － 

その他の事業 12,253 － 

合計 525,063 － 

(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２四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。 

    

(重要な後発事象) 

重要な新株の発行 

当社は、平成 22年２月 26日開催の取締役会において、Unison Capital I, L.P.、Unison 

Capital II, L.P.、Unison Capital Partners III（A）、及び Unison Capital Partners III(B)

に対する第三者割当による新株式発行を決議し、平成 22 年４月５日に払込みが完了しており

ます。 

① 募集の方法：第三者割当  

② 発行する株式の種類及び数：普通株式 96,154株 

③ 発行価額：26,000 円 

④ 発行総額：2,500,004千円 

⑤ 発行価額のうち資本へ組み入れる額：13,000 円 

⑥ 払込期日：平成 22年４月５日 

⑦ 資金の使途 

：デット・リストラクチャリング事業を中心とする新規事業に係るセイムボート資金に

充当するため。 
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