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1.  平成22年8月期第3四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年5月31日） 

（注）21年8月期第3四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3四半期 4,499 ― 387 ― 240 ― 251 ―
21年8月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 3,112.03 3,104.49
21年8月期第3四半期 ― ―

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3四半期 5,689 5,448 94.9 34,337.06
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3四半期  5,401百万円 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 4,637 ― 257 ― 109 ― 93 ― 938.71
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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3四半期 157,304株 21年8月期  60,670株
② 期末自己株式数 22年8月期第3四半期  ―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3四半期  80,754株 21年8月期第3四半期 60,383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。 
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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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、着実に持ち直してきており、自律的回復への

基盤が整いつつありますが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。欧州

を中心とした世界景気の下振れ懸念、金融資本市場の変動やデフレの影響などの景気下押しとい

った先行き不安要因はあるものの、アジア諸国を中心とした旺盛な外需や緊急経済対策を始めと

する政策の効果、企業収益の改善の継続等、明るい材料も増加してきております。 

 当社が属する不動産及び不動産金融業界においては、投資不動産の収益面からみると、全体感

として賃料の下落傾向は継続し、また空室率は高止まりしていることもあり、引き続き厳しい状

況が続いております。しかしながら、投資不動産の取引面では、比較的小規模な案件を購入対象

としたエンド・ユーザーのニーズには強いものがあり、かつ、機関投資家の不動産に対する関心・

投資意欲も高く、徐々にではありますが不動産マーケットに資金が流入する環境が整いつつあり

ます。 

 このような状況のもと、当社は、不動産マーケットへの流入が見込まれる資金を取り込むこと

により、アセット・マネージメント事業をより一層拡大・発展させる絶好の機会と捉えており、

デット・リストラクチャリング事業（注１）を中心とする新規事業に係るセイムボート資金（注

２）に充当するため、本年４月に第三者割当増資によりユニゾン（注３）から約 25 億円の資金

を調達いたしました。また、自己資本比率を更に向上させ、健全な財務体質を構築し、純粋なフ

ィー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させるため、当第３四半期

会計期間末までにアセット・インキュベーション事業として運用しておりました『フレッジオ・

シリーズ（注４）』全３物件の売却を完了いたしました。この結果、販売用不動産及び有利子負

債ともに残高はゼロとなり、自己資本比率については約 95％という非常に高い水準となってお

ります。このように、当社は、不動産及び不動産金融市場における投資資金の運用・助言業務に

特化した「金融不動産キャピタルマネージメント会社」たる地位を確立するための一歩を踏み出

すことになりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高 4,499,208千円、営業利益 387,076千円、

経常利益 240,948千円、四半期純利益 251,311千円となっております。  

   

当第３四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、当社は当事業年度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、当事業における収益基盤の強化のため、ＡＭリプ

レイス案件（注５）及びデット・リストラクチャリング案件の受託に注力しました。その結果、

前事業年度末において 76,699 百万円あった受託資産残高は、当第３四半期会計期間末において

142,969百万円となり、前事業年度末と比べ約 2 倍となりました。また、当事業における売上高

は 535,098千円となりました。 

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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 アセット・インキュベーション事業においては、アセット・マネージメント事業に経営資源を

集中するため、『フレッジオ・シリーズ』全３物件を売却しました。その結果、当事業における

売上高は 3,951,415千円となりました。 

 また、主に不動産投資ファンドへの投資等を行うその他の事業の売上高は 12,694 千円となり

ました。 

 

（注１） デット・リストラクチャリング事業 

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２） セイムボート資金 

当社がアセット・マネージメント業務を受託する際に、顧客投資家とともに、特別目的会社等

に対して、共同して資金を拠出することが必要な場合があります。一般的には、特別目的会社等

が取得する不動産（信託受益権化されたものを含む）の取得価額に対して２～５％程度を拠出し

ます。 

（注３） ユニゾン 

増資の割当先である、Unison Capital Ⅰ,L.P.、Unison Capital II,L.P.、Unison Capital 

Partners III(A)及び Unison Capital Partners III(B)を総称して、「ユニゾン」としております。 

（注４）  『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。当第３四半期会計期間末までに、「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）の全３物件の売却が完了しております。 

（注５） 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。 

 

 

 

 

 

 

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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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３四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 898,804 千円減少

し、5,689,195千円となりました。その主な要因は、次のとおりであります。 

(流動資産) 

 当第３四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 847,571 千円減

少し、5,313,053千円となりました。これは主に、当社の経営資源をアセット・マネージメ

ント事業に集中する方針のもと、アセット・インキュベーション事業における自己投資不

動産の全てを売却したことにより、販売用不動産が 3,264,050 千円減少した一方で、第三

者割当増資による払込み等により現金及び預金が 2,333,383千円増加したためであります。

（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３四半期会計期間末における固定資産は、子会社の清算等により前事業年度末と比

較して 51,232千円減少し、376,141千円となりました。  

(流動負債) 

 当第３四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 144,298 千円減

少し、240,754千円となりました。これは主に、自己投資不動産の売却によりプロジェクト

資金を返済することで、1年内返済予定の長期借入金がなくなったためであります。 

(固定負債) 

 当第３四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 3,537,800 千円

減少し、残高はゼロとなっております。これについても、自己投資不動産の売却によりプ

ロジェクト資金を返済することで、長期借入金がなくなったためであります。 

(純資産) 

当第３四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 2,783,293 千円増

加し、5,448,440千円となりました。これは主に、第三者割当増資により 2,500,004千円の

払込みによるものと、四半期純利益 251,311千円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３四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 2,333,383千円増加し、4,576,617 千円となりました。  

 当第３四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、当社は当事業年度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。 

 

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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(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 3,311,860 千円となりました。 

       これは主に、収入として税引前四半期純利益 252,219千円を計上したほか、当社が保有  

していた自己投資不動産全３物件を売却したことにより販売用不動産の増減額 3,264,050

千円を計上したためであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は 216,612千円となりました。 

       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 160,074千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 1,195,088 千円となりました。 

      これは主に、第三者割当増資等による株式発行による収入 2,416,917千円及び長期借入  

れによる収入 1,200,000 千円があった一方で、自己投資不動産の売却に伴い長期借入金

の返済による支出 4,805,000 千円があったためであります。 

 

 

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５月 27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５月 27 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」をご参照ください。 

 

 

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。 

 

 

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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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３四半期会計期間末
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,576,617

売掛金 295,091

営業貸付金 939,819

その他 85,169

貸倒引当金 △583,645

流動資産合計 5,313,053

固定資産

有形固定資産 59,218

無形固定資産 19,331

投資その他の資産

投資有価証券 47,600

その他の関係会社有価証券 166,198

その他 83,792

投資その他の資産合計 297,591

固定資産合計 376,141

資産合計 5,689,195

負債の部

流動負債

買掛金 17,676

未払法人税等 7,829

その他 215,249

流動負債合計 240,754

負債合計 240,754

純資産の部

株主資本

資本金 3,402,288

資本剰余金 1,747,794

利益剰余金 251,311

株主資本合計 5,401,394

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △38

評価・換算差額等合計 △38

新株予約権 47,083

純資産合計 5,448,440

負債純資産合計 5,689,195

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年５月31日)

売上高 4,499,208

売上原価 3,466,745

売上総利益 1,032,462

販売費及び一般管理費 645,386

営業利益 387,076

営業外収益

受取利息 493

業務受託料 770

雑収入 923

営業外収益合計 2,187

営業外費用

支払利息 49,305

株式交付費 98,374

雑損失 635

営業外費用合計 148,316

経常利益 240,948

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 13,194

その他 1,769

特別損失合計 14,964

税引前四半期純利益 252,219

法人税、住民税及び事業税 907

法人税等合計 907

四半期純利益 251,311

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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【第３四半期会計期間】

(単位：千円)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

売上高 3,974,145

売上原価 3,386,045

売上総利益 588,099

販売費及び一般管理費 282,062

営業利益 306,037

営業外収益

受取利息 8

雑収入 4

営業外収益合計 12

営業外費用

株式交付費 91,624

その他 16,757

営業外費用合計 108,382

経常利益 197,668

特別損失

出資金評価損 1,692

その他 136

特別損失合計 1,829

税引前四半期純利益 195,838

法人税、住民税及び事業税 432

法人税等合計 432

四半期純利益 195,406

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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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３四半期累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年５月31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 252,219

減価償却費 15,985

貸倒引当金の増減額（△は減少） 121,491

子会社清算損益（△は益） △26,235

受取利息及び受取配当金 △496

支払利息 49,305

株式報酬費用 23,440

株式交付費 98,374

投資有価証券評価損益（△は益） 13,194

出資金評価損 1,692

売上債権の増減額（△は増加） △233,156

営業貸付金の増減額（△は増加） △124,503

販売用不動産の増減額（△は増加） 3,264,050

仕入債務の増減額（△は減少） △55,313

預り敷金の増減額（△は減少） △154,693

その他 101,224

小計 3,346,580

利息及び配当金の受取額 496

利息の支払額 △45,356

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 10,139

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,311,860

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 △2,636

投資有価証券の取得による支出 △260

信託預金の払戻による収入 160,074

子会社の清算による収入 56,235

出資金の払込による支出 △6,000

敷金及び保証金の回収による収入 10,000

その他 △800

投資活動によるキャッシュ・フロー 216,612

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 △4,805,000

長期借入れによる収入 1,200,000

株式の発行による収入 2,416,917

配当金の支払額 △256

その他 △6,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,195,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,333,383

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 4,576,617

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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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22年４月５日付で、Unison Capital Ⅰ,L.P.、Unison Capital II,L.P.、Unison 

Capital PartnersIII(A)及びUnison Capital Partners III(B)から第三者割当増資の払込を

受けました。この結果、資本金及び資本準備金が各々1,250,002千円増加しております。ま

た、平成22年５月27日付で新株予約権の行使により、資本金が8,538千円増加しております。

以上により、当第３四半期会計期間末において資本金が3,402,288千円、資本剰余金が

1,747,794千円となっております。 
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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

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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(2)【四半期連結損益計算書】
【前第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第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

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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【前第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第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

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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(3)【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】

(単位：千円)

前第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

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

前第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

（株）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３四半期決算短信（非連結）
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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等を主体としており、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３四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 535,098 － 

アセット・インキュベーション事業 3,951,415 － 

その他の事業 12,694 － 

合計 4,499,208 － 

(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３四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。 

 

（株）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３四半期決算短信（非連結）

17


	1_平成22年8月期 第3四半期決算短信（非連結）（10.06.30） サマリー情報
	2-12.pdf
	2_短信_定性情報(9_3Q決2)①_FIN_100628
	3-12.pdf
	3_0105010_0049646502201_tdnet-qnedjpfr-24780-2010-05-31-01-2010-06-30
	ローカルディスク
	file:////File01/mkgp_shared/▼経理関係/経理/予算・決算・監査/年次・半期・四半期決算/第９期/第３四半期/有報・短信（9_3Q）/短信(9_3Q)/短信結合用データ_100629/3_0105010_0049646502201_tdnet-qnedjpfr-24780-2010-05-31-01-2010-06-30.html


	4_0105020_0049646502201_tdnet-qnedjpfr-24780-2010-05-31-01-2010-06-30
	ローカルディスク
	file:////File01/mkgp_shared/▼経理関係/経理/予算・決算・監査/年次・半期・四半期決算/第９期/第３四半期/有報・短信（9_3Q）/短信(9_3Q)/短信結合用データ_100629/4_0105020_0049646502201_tdnet-qnedjpfr-24780-2010-05-31-01-2010-06-30.html


	5_0105030_0049609682204_tdnet-qnedjpfr-24780-2010-05-31-01-2010-06-30
	ローカルディスク
	file:////File01/mkgp_shared/▼経理関係/経理/予算・決算・監査/年次・半期・四半期決算/第９期/第３四半期/有報・短信（9_3Q）/短信(9_3Q)/短信結合用データ_100629/5_0105030_0049609682204_tdnet-qnedjpfr-24780-2010-05-31-01-2010-06-30.html


	6_0105050_0049646502201_tdnet-qnedjpfr-24780-2010-05-31-01-2010-06-30
	ローカルディスク
	file:////File01/mkgp_shared/▼経理関係/経理/予算・決算・監査/年次・半期・四半期決算/第９期/第３四半期/有報・短信（9_3Q）/短信(9_3Q)/短信結合用データ_100629/6_0105050_0049646502201_tdnet-qnedjpfr-24780-2010-05-31-01-2010-06-30.html


	7_短信_定性情報(9_3Q決2)②_FIN_100628
	8_0105015_0049646502201_jpfr-q1r-E05566-000-2009-11-30-01-2010-01-08
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/s-tanaka/デスクトップ/20100622_3Q/0105015_0049646502201_jpfr-q1r-E05566-000-2009-11-30-01-2010-01-08.html


	9_0105020_0049647502107_jpfr-q3r-E05566-000-2009-05-31-01-2009-07-14
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/s-tanaka/デスクトップ/20100622_3Q/0105020_0049647502107_jpfr-q3r-E05566-000-2009-05-31-01-2009-07-14.html


	10_0105030_0049647502107_jpfr-q3r-E05566-000-2009-05-31-01-2009-07-14
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/s-tanaka/デスクトップ/20100622_3Q/0105030_0049647502107_jpfr-q3r-E05566-000-2009-05-31-01-2009-07-14.html


	11_0105050_0049647502107_jpfr-q3r-E05566-000-2009-05-31-01-2009-07-14
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/s-tanaka/デスクトップ/20100622_3Q/0105050_0049647502107_jpfr-q3r-E05566-000-2009-05-31-01-2009-07-14.html


	12_短信_定性情報(9_3Q決2)③_FIN_100628
	(1) 生産実績
	(2) 受注実績
	(3) 販売実績






