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1.  平成23年8月期第2四半期の業績（平成22年9月1日～平成23年2月28日） 

（注）21年8月期第2四半期は連結として開示し、22年8月期第1四半期より個別として開示しているため、22年8月期第2四半期の売上高に係る対前年同四
半期増減率は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 ％

23年8月期第2四半期 315 △40.0 △167 ― △166 ― △127 ―
22年8月期第2四半期 525 ― 81 ― 43 ― 55 ―

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

23年8月期第2四半期 △811.46 ―
22年8月期第2四半期 921.47 918.63

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

23年8月期第2四半期 5,169 5,102 97.4 32,003.53
22年8月期 5,298 5,217 97.4 32,814.70

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  5,034百万円 22年8月期  5,161百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年8月期 ― 0.00
23年8月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成23年8月期の業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 820 △33.2 △300 ― △300 ― △240 ― △1,525.71



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】5ページ「2.その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年8月期2Q 157,304株 22年8月期  157,304株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q  ―株 22年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 157,304株 22年8月期2Q  60,670株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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、【添付資料】4ページ「1.当四半期の業績等に関
する定性的情報 （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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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 
(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、景気持ち直しに向けた動きがみられ、

足踏み状態を脱しつつありますが、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。また、海外景気や為替レート、原油価格の動向等によっては、景気が下振れする

リスクが存在しているほか、デフレの影響や、雇用情勢の悪化懸念が依然残っていること

にも注意が必要であります。なお、この 3 月に発生した東日本大震災は、未曾有の国難で

あり、我が国にとって非常に大きな試練となりますが、必ず乗り越えて行けるものと確信

しております。 

当社が属する不動産投資業界においては、東日本大震災前においては全体感として、空

室率は高水準にあり、賃料水準もまだ下落傾向にありますが、エリアによっては賃料単

価・空室率ともに改善の兆しがあり、徐々にではありますが不動産のファンダメンタルズ

が上向きつつあるといえます。また、他の投資対象と比較して、不動産が高い収益性を持

つことに着目している投資家が増えつつあります。東証 REIT 指数は昨年８月から今年１

月にかけて約３割上昇し、J-REIT の公募増資と資産取得が活発化しております。また、

金融機関が不動産に対する新規融資に柔軟な対応を示していることも相まって、不動産の

売買事例も増えつつあります。一方、東日本大震災を機に、不動産取引動向や不動産に求

められるニーズが変化することも考えられ、今後の動向を注視する必要があります。 

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、引き続き、新規ファンドの設立による受託案件並びにＡ

Ｍ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。 

当第 2四半期累計期間における営業活動は次の通りであり、当第 2四半期会計期間末の

ＡＵＭ(受託資産残高)は 1,298億円（前期末比 6.9％減）となっております。デット・リ

ストラクチャリング案件、ＡＭリプレイス案件のほか、バックアップＡＭ案件を合計で

163 億円受託した一方で、既存の受託案件の売却等があった結果 96 億円の残高の減少が

あったためであります。 

また、中期経営計画に掲げているＡＵＭ拡大を達成するために、引き続きその受け皿と

なる組織やインフラ整備を強化しており、人員拡充を図っているほか、平成 22年 12 月に

本店移転を決定しております（業務開始予定日：平成 23 年４月下旬～５月上旬）。その他、

既存ＡＵＭに係る営業関連債権について、賃料水準等の再査定の結果に基づき、貸倒引当

金を追加計上するとともに、回収済みの債権に係る貸倒引当金については、特別利益とし

て戻入れ処理を行っております。 

なお、現在のところ、東日本大震災によって、当社の直接的な設備的・人的被害はござ

いません。当社が現在運用中の東北地方所在の受託資産２物件（宮城県仙台市所在及び秋
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田県秋田市所在）についても直接的な人的被害はございません。しかしながら、うち宮城

県仙台市所在の１物件につきまして内外壁の一部に損傷が生じております。 

 

 以上の結果、当第 2 四半期累計期間の業績は、売上高 315,128 千円(前年同四半期比

40.0％減)、営業損失 167,941 千円(前年同四半期は営業利益 81,039 千円)、経常損失

166,183千円（前年同四半期は経常利益 43,280千円）、四半期純損失 127,646 千円（前年

同四半期は四半期純利益 55,905 千円）という結果となりました。なお、セグメントの業

績につきましては、当社はアセット・マネージメント事業の単一セグメントであるため、

記載しておりません。 

   

（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。 

 

 

(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につきましては、前事業年度末と比較して

128,698千円減少し、5,169,506千円となりました。主な要因は、現金及び預金 47,544千

円の増加、売掛金 258,579 千円の減少、営業貸付金 80,271 千円の減少、貸倒引当金（流

動資産）214,508千円の減少、有形固定資産 37,741千円の減少、投資有価証券 99,953千

円の減少、その他（投資その他の資産）232,274千円の増加及び貸倒引当金（固定資産）

127,502千円の増加によるものであります。 

負債につきましては、前事業年度末と比較して 13,984 千円減少し、67,003 千円となり

ました。主な要因は、買掛金 8,079 千円の減少によるものであります。 

純資産につきましては、前事業年度末と比較して 114,714 千円減少し、5,102,503 千円

となりました。主な要因は、四半期純損失 127,646千円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 47,544 千円増加(1.1％増加)し、4,353,570 千円となりました。  
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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。 

（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 65,504 千円となりました(前年同四半期は 154,347 千

円の使用)。これは主に、税引前四半期純損失 125,746 千円の計上及び営業貸付金の増

加 69,552 千円があった一方で、売上債権の減少 254,522 千円があったことによるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は 17,881 千円となりました(前年同四半期は 106,913 千

円の獲得)。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出 63,718千円及び出資金の払

込による支出 48,500 千円があった一方で、投資有価証券の償還による収入 100,000 千

円があったためであります。 

（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前年同四半期に比べ234,851千円減少(99.9％減少)し、

78 千円となりました。これは、配当金の支払額の 78千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 

当第２四半期会計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行っておりま

す。業績予想の修正については、本日（平成 23 年４月８日）公表の「第２四半期累計期間

の業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

（株）エムケーキャピタルマネージメント （2478）　平成23年8月期　第2四半期決算短信（非連結）



２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

② 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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18

号 平成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第 21号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

この変更に伴う営業損失及び経常損失に与える影響は軽微でありますが、税引前四半

期純損失は 7,069千円増加しております。 
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３.四半期財務諸表
(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23年２月28日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,353,570 4,306,025

売掛金 36,476 295,055

営業貸付金 809,916 890,188

その他 69,818 84,904

貸倒引当金 △495,014 △709,523

流動資産合計 4,774,767 4,866,650

固定資産

有形固定資産 18,090 55,831

無形固定資産 13,379 17,347

投資その他の資産

投資有価証券 26,330 126,284

その他の関係会社有価証券 166,490 166,414

その他 297,950 65,675

貸倒引当金 △127,502 －

投資その他の資産合計 363,268 358,375

固定資産合計 394,738 431,554

資産合計 5,169,506 5,298,205

負債の部

流動負債

買掛金 2,416 10,496

未払法人税等 8,045 9,754

その他 56,541 60,736

流動負債合計 67,003 80,987

負債合計 67,003 80,987

純資産の部

株主資本

資本金 3,402,288 3,402,288

資本剰余金 1,747,794 1,747,794

利益剰余金 △115,807 11,839

株主資本合計 5,034,275 5,161,922

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7 △38

評価・換算差額等合計 7 △38

新株予約権 68,219 55,334

純資産合計 5,102,503 5,217,218

負債純資産合計 5,169,506 5,298,205
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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)

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
 至 平成23年２月28日)

売上高 525,063 315,128

売上原価 80,699 26,209

売上総利益 444,363 288,918

販売費及び一般管理費 363,323 456,859

営業利益又は営業損失（△） 81,039 △167,941

営業外収益

受取利息 485 463

業務受託料 770 －

助成金収入 － 500

未払配当金除斥益 － 741

雑収入 919 52

営業外収益合計 2,174 1,757

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 －

経常利益又は経常損失（△） 43,280 △166,183

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 80,664

子会社清算益 26,235 －

特別利益合計 26,235 80,664

特別損失

投資有価証券評価損 13,134 －

減損損失 － 34,799

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,049

その他 － 377

特別損失合計 13,134 40,227

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 56,380 △125,746

法人税、住民税及び事業税 475 1,900

法人税等合計 475 1,900

四半期純利益又は四半期純損失（△） 55,905 △127,646
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【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

前第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)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年12月１日
 至 平成23年２月28日)

売上高 352,475 147,622

売上原価 50,592 21,312

売上総利益 301,883 126,310

販売費及び一般管理費 175,904 236,797

営業利益又は営業損失（△） 125,978 △110,486

営業外収益

受取利息 455 463

業務受託料 640 －

未払配当金除斥益 － 741

雑収入 20 52

営業外収益合計 1,116 1,257

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 －

経常利益又は経常損失（△） 103,615 △109,228

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 80,664

子会社清算益 26,235 －

特別利益合計 26,235 80,664

特別損失

投資有価証券評価損 13,080 －

出資金評価損 － 377

特別損失合計 13,080 377

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 116,771 △28,942

法人税、住民税及び事業税 475 950

法人税等合計 475 950

四半期純利益又は四半期純損失（△） 116,296 △29,892
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
 至 平成23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又は税引前四半期純損失
（△）

56,380 △125,746

減価償却費 10,627 8,661

減損損失 － 34,799

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,049

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,003 △51,170

子会社清算損益（△は益） △26,235 －

受取利息及び受取配当金 △485 △464

支払利息 32,548 －

株式報酬費用 15,189 12,885

株式交付費 6,750 －

投資有価証券評価損益（△は益） 13,134 －

匿名組合投資損益（△は益） － 4,134

売上債権の増減額（△は増加） △200,257 254,522

営業貸付金の増減額（△は増加） △7,503 △69,552

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 △8,079

預り敷金の増減額（△は減少） 29,746 －

その他 △40,890 △1,611

小計 △131,470 63,427

利息及び配当金の受取額 485 464

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 1,612

営業活動によるキャッシュ・フロー △154,347 65,504

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 △1,452

投資有価証券の取得による支出 － △4,209

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

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 △48,500

敷金及び保証金の回収による収入 10,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △63,718

投資活動によるキャッシュ・フロー 106,913 △17,881

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 △78

その他 △6,750 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,929 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,363 47,544

現金及び現金同等物の期首残高 2,243,234 4,306,025

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,960,870 4,353,570
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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) セグメント情報 

当社は、不動産等の購入・運用提案、投資ストラクチャーのアレンジ及び不動産等の運用・

管理の受託を事業内容とするアセット・マネージメント事業並びにこれらの付随業務を主な

事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基

準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(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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４．補足情報 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

当社の事業は、アセット・マネージメント事業を主な事業とする単一セグメントであります。 

① 生産実績 

当社は、アセット・マネージメント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2四半期累計期間の販売実績について、当社は単一セグメントでありますが、その内

訳を事業別に示すと、次の通りであります。 

事業 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 314,260 △17.0 

その他の事業 867 △92.9 

合計 315,128 △40.0 

(注) 1 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 

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

販売高(千円) 
割合

(％) 
販売高(千円) 

割合

(％) 

有限会社エムエムインベストメント 176,606 33.6 － － 

合同会社六甲リアルティ － － 42,500 13.5  

  ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ３ 前第２四半期累計期間の合同会社六甲リアルティの販売高については、実績がないため 

記載をしておりません。また、当第２四半期累計期間の有限会社エムエムインベストメ 

ントの販売高については、当該割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。 

 

         

11

（株）エムケーキャピタルマネージメント （2478）　平成23年8月期　第2四半期決算短信（非連結）


	1.平成23年8月期　第2四半期決算短信（非連結）(11.04.08)サマリー情報
	2-8
	2_1.短信_０_目次（10期_2Q）_決2_110331
	2_2_短信_１_当四半期の業績等に関する定性的情報(10_2Q)_決2_110328
	3-6
	3.0105010_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-02-28-01-2011-04-08
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/s-tanaka/デスクトップ/決算短信結合用データ（第10期第2Q）/3.0105010_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-02-28-01-2011-04-08.html


	4.0105020_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-02-28-01-2011-04-08
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/s-tanaka/デスクトップ/決算短信結合用データ（第10期第2Q）/4.0105020_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-02-28-01-2011-04-08.html


	5.0105030_0049609682304_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-02-28-01-2011-04-08
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/s-tanaka/デスクトップ/決算短信結合用データ（第10期第2Q）/5.0105030_0049609682304_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-02-28-01-2011-04-08.html


	6.0105050_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-02-28-01-2011-04-08
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/s-tanaka/デスクトップ/決算短信結合用データ（第10期第2Q）/6.0105050_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-02-28-01-2011-04-08.html



	7.短信_３(4)継続企業の前提に関する注記(10期_2Q)_決2_110328
	8.短信_４_補足情報(10_2Q)_決2_110328
	① 生産実績
	② 受注実績
	③ 販売実績





