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平成 23 年 5月 23 日 

各      位 

会 社 名   株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

代表者名   代表取締役 兼 社長執行役員 加藤 一郎太 

（コード番号 2478  東証マザーズ） 

問合せ先   取締役 兼 常務執行役員  嵯峨 行介 

（TEL．03 － 5464 － 0835 ） 

 

アトラス・パートナーズ株式会社等との資本業務提携基本合意 

及び同社の株式取得に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、アトラス・パートナーズ株式会社（以下、「Ａ

ＰＪ」といいます。）及び当社の主要株主である Unison Capital I, L.P.等とアドバイザリー契約を締

結している Unison Capital Management Pte. Ltd.（以下、「ユニゾン」といいます。）との間で「資本

業務提携に関する基本合意書」を締結すること及びＡＰＪの株式を取得することについて決議いたしま

したので、お知らせいたします。この結果、ＡＰＪは当社連結子会社となりますので、併せてお知らせ

いたします。 

 

記 

 

1. 資本業務提携及び株式取得の理由  

 当社は、中期経営計画において、国内外のあらゆる種類のグローバルな投資資金を運用する「金

融・不動産キャピタルマネージメント会社」となるべく、平成27年8月期に期末ＡＵＭ60百億円、経

常利益40億円の達成を目指して、外部成長（＝ＡＵＭ拡大）と内部成長（＝プラットフォーム機能

の強化）に注力しております。 

当社の強みは、自己投資事業の不動産を有することなく、資産の質も健全なＡＭ専業会社として

高い財務健全性（平成23年8月期第2四半期末自己資本比率97.4％）を維持していること、及びＰＭ

（プロパティ・マネージメント）やＢＭ（ビルディング・マネージメント）等の関連事業領域を熟

知し、これらの事業領域を適切に管理運営することでより高度なＡＭ業務を遂行する能力を有する

ことであると考えております。 

一方、ＡＰＪの強みは、国際性豊かなＡＭ会社として高い財務健全性（平成22年12月期末自己資

本比率87.4％）を維持していること、及び海外機関投資家を顧客とするＦＭ（ファンド・マネージ

メント）事業領域に強みを持ち、既に複数のファンド運用実績を有していることにあります。 

また、ユニゾンは、当社の主要株主のアドバイザーであり、我が国のプライベート・エクイティ

投資のパイオニアであり、我が国のビジネス環境と商習慣を十分に理解しつつ、投資先企業の長期

的成長を支援する投資を行っております。 
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我が国では、少子高齢化の進展等に伴い、年金等の資金運用ニーズが確実に高まっており、これ

らの資金運用の受け皿として、不動産投資市場がさらに整備・発展されていくものと見込まれます。

東日本大震災による影響は看過しえないものの、中長期的には更なる成長を達成し、国内投資家に

よる不動産投資は更に増大すると考えられます。 

一方、我が国における不動産は中長期的に安定したキャッシュ・フローを生み出すことのできる

アセットクラスとしての特性を有しており、安定的投資に不可欠な経済規模、経済成熟度、法制面

の整備、治安、テクノロジー、環境等を兼ね備えている点で、中国やインドといった新興国の不動

産投資市場とは異なる魅力を有しております。 

加えて、我が国の不動産投資市場はその価値総額においてアジア全体の3分の2を占めており、今

後も世界の不動産投資において一定の地位を占め続け、海外投資資金の流入も継続すると予想され

ます。 

このように、我が国の不動産投資市場には今後も国内外の投資資金が流入を続け、国内外の投資

家のニーズは一層多様化していくと予想されることから、この多様化するニーズに応え得る質と規

模を有する国際性豊かな独立系不動産マネージメント会社が求められていると考えております。 

このような環境の中、当社は、ＡＰＪと資本業務提携することによって、当社とＡＰＪそれぞれ

の事業基盤、強み、専門性を活かしつつ、規模の拡大と事業領域やスキルの拡大等のシナジー創出

が期待でき、当社並びにＡＰＪの企業価値向上に資するものと判断しました。 

なお、両社合計のＡＵＭは、平成23年8月末において約3,000億円となる見込みであり、コア資金

獲得という中期的目標を実現する上で不可欠となる存在感を発揮できるだけの規模を早期実現でき

ることとなります（参考：平成23年2月末ＡＵＭ 当社＝1,298億円、ＡＰＪ＝1,585億円）。 

 

 

2． 資本提携の内容  

当社はＡＰＪ株式を 1,809 株（90.0％）取得することを目的として、本日、当社とＡＰＪ株主の

間で株式譲渡契約を締結いたしました。当該株式の取得は、平成 23 年 6 月末を目処に締結される資

本業務提携に関する確定契約が締結されることを条件としております。 

当社はＡＰＪ株式を 1,809 株（90.0％）保有することとなりますのでＡＰＪは当社の連結子会社

となります。なお株式取得資金は全額自己資金（平成 22 年 4 月 5日に調達した増資資金）を充当い

たします。 

 

 

3． 業務提携の内容  

当社とＡＰＪ及びユニゾンは、当社とＡＰＪが相互の事業基盤や強み、専門性を活かしながら、

両社の事業シナジーを最大限追求し、国際性豊かな不動産マネージメント業務を提供する独立系の

企業グループをともに創造することで、我が国不動産投資市場の更なる発展に貢献していくこと、

当社の主要株主のアドバイザーであるユニゾンが、当社とＡＰＪの事業シナジーを最大限追求する

べく、円滑な協議進行等のサポートを行うこと、及び、当社とＡＰＪの業務提携の詳細な内容につ

いて、協議を開始することについて、資本業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。 
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当社とＡＰＪ及びユニゾンは、今回の基本合意締結後、当社とＡＰＪの事業シナジー等に関する

詳細検討・協議を行い、資本業務提携の詳細内容について合意することを目指します。そのために、

速やかに検討委員会（仮称）を立ち上げ、経営体制、事業計画、部門毎の協力体制等についての検

討・協議を継続的に行い、平成 23 年 6月末を目途にこの合意形成を進め、合意が整った時点で資本

業務提携に関する確定契約を締結いたしますので、決定次第、改めてお知らせいたします。 

 

 

4. 本件株式取得の内容  

(1)株式取得の相手先の概要  

①氏名（住所） 宮部 紳二 （東京都渋谷区） 

平井 幹久 （東京都世田谷区） 

ドゥニ アントワヌ （東京都渋谷区） 

安田 雄典 （東京都渋谷区） 

②上場会社と当該個人

の間の関係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所

有している会社等並びにその子会社を含む。）との間には、後述す

る「5．異動する子会社の概要」の記載のほかに、記載すべき資本関

係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関

係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、

特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

(2) 取得株式数、取得価額及び取得前後の保有株式の状況  

①異動前の所有株式数  

0株  

（議決権の数  0個） 

（所有割合： 0.0％） 

②取得株式数 
1,809 株  

（取得価額 1,259,999 千円） ※ 

③異動後の所有株式数 
1,809株 （議決権の数  1,809個） 

（所有割合： 90.0％） 

④取得後の議決権比率 90.0％  

※ 当社と法律事務所、会計事務所等の外部専門家によるＡＰＪに対するデューディリジェンス結

果、ＡＰＪの経営計画を踏まえた価値評価機関によるＡＰＪの企業価値評価を踏まえて、当社

としてＡＰＪの企業価値評価を行い、各取得相手先からの取得価額は適正であると判断してお

ります。なお、取得価額等の前提条件に大幅な変更があった場合は別途お知らせいたします。 
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5.異動する子会社の概要 

①名称  アトラス・パートナーズ株式会社 

②所在地  東京都千代田区平河町二丁目 5番 6号 

③代表者の役職・氏名  
代表取締役会長  宮部 紳二 

代表取締役社長  平井 幹久 

④事業内容 

主に不動産を投資対象とする各種ファンドの運用 

アセット・マネージメント・サービス 

ファンド・マネージメント・サービス等 

⑤資本金 87百万円 

⑥設立年月日 平成15年11月20日 

⑦大株主及び持株比率 宮部 紳二 30.1％  

 平井 幹久 30.1％  

 ドゥニ アントワヌ 30.1％  

 安田 雄典 9.7％  

⑧上場会社と当該会社

の関係 
資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべ

き資本関係はありません。また、当社

の関係者及び関係会社と当該会社の関

係者及び関係会社の間には、特筆すべ

き資本関係はありません。 

 人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべ

き人的関係はありません。また、当社

の関係者及び関係会社と当該会社の関

係者及び関係会社の間には、特筆すべ

き人的関係はありません。 

 取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべ

き取引関係はありません。また、当社

の関係者及び関係会社と当該会社の関

係者及び関係会社の間には、特筆すべ

き取引関係はありません。 

 関連当事者への該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該

当しません。また、当該会社の関係者

及び関係会社は、当社の関連当事者に

は該当しません。 

⑨当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（個別） 

決算期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 

純資産 429百万円 636百万円 839百万円

総資産 583百万円 957百万円 960百万円

1株当たり純資産 213,480円56銭 316,602円96銭 417,617円98銭

売上高 923百万円 1,319百万円 1,176百万円

営業利益 157百万円 324百万円 294百万円

経常利益 162百万円 356百万円 286百万円

当期純利益 112百万円 207百万円 203百万円

1株当たり当期純利益 56,118円54銭 103,122円40銭 101,015円02銭

1株当たり配当金 0円 0円 0円

期末ＡＵＭ 1,272億円 1,608億円 1,598億円
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7.日程 

平成23年5月23日 

取締役会決議 

ＡＰＪ及びユニゾンとの資本業務提携に関する基本合意書締結 

ＡＰＪの株式譲渡契約書締結 

平成23年6月30日 

（予定） 

取締役会決議 

ＡＰＪ及びユニゾンとの資本業務提携契約締結 

ＡＰＪ株式の取得 

 

 

8．今後の見通し 

本提携により、当社の平成 23 年 8 月期の業績に与える影響につきましては、軽微であります。業

績への重要な影響が予想される場合は、確定した段階で適時お知らせいたします。 

なお、ＡＰＪの業績については、平成 24 年 8 月期より連結対象となります。 

 

 

以上 


