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四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年8月期第3四半期の業績（平成22年9月1日～平成23年5月31日） 
（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3四半期 436 △90.3 △301 ― △299 ― △263 ― 
22年 8月期第3四半期 4,499 ― 387 ― 240 ― 251 ― 

 

 
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3四半期 △1,675.50 ― 
22年 8月期第3四半期 3,112.03 3,104.49

（注）21 年 8 月期第 3 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3四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 

 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3四半期 5,141 4,973 95.3 31,139.43
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3四半期 4,898百万円 22年8月期 5,161百万円 

 
２．配当の状況 

 
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   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
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） 

 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 △82.3 △300 ― △300 ― △240 ― △1,525.71

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

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）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年8月期3Ｑ 157,304株 22年8月期 157,304株

② 期末自己株式数 23年8月期3Ｑ ―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3Ｑ 157,304株 22年8月期3Ｑ 80,754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】5 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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により、生産や輸

出が大きく低下し、国内民間需要も弱い動きとなりました。また、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。このため、わが国経済の先行きは、当面、生産面

を中心に下押し圧力が残ると見られるものの、供給面での制約が緩和し、生産活動が回復

していくにつれ、海外経済の改善を背景とする輸出の増加や、資本ストックの復元に向け

た需要の顕現化などから、平成 23 年度後半以降、緩やかな回復経路に復していくと考え

られます。一方で、電力供給の制約やサプライチェーン立て直しの遅れ、原子力災害及び

原油価格上昇の影響等により、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。 

当社が属する不動産投資業界においては、東日本大震災の影響が懸念されましたが、賃

料水準については一部地域を除き依然として下げ基調にあるものの、空室率については改

善傾向に転じつつあり、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、東日本大震災によって様子見姿勢が強まりましたが、依然として

多くの投資家が、日本の不動産が他の投資対象と比較して相対的に高い利回りや安定性を

持つことに着目しており、投資再開をうかがっております。J-REIT においては、資金調

達環境の改善により、資産規模（保有物件の取得価格合計）が６月に過去最大の８兆円に

達しております。このほか、国内金融市場では低金利が長らく続いていることから、引き

続き投資資金がより有利な利回りを選好する傾向は強く、J-REITや世界各国の REITに投

資する投資信託の純資産額は５月末時点で約 5.5 兆円に拡大しております。 

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拡大及び同事業に

おける収益機会獲得のため、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。新規受託の具体的事例といたしましては、５月 30 日開示

のとおり、当社が組成をアレンジし、欧州系投資家が投資するファンドにおいて、約 59

億円（全６物件）の賃貸住宅への投資が実行され、当社がＡＭ業務を受託しました。これ

は、当社が組成をアレンジし、一定のクライテリア（投資基準等）に従って投資を行う「フ

ァンド」により投資実行したもので、当社としては初めての取組みとなります。 

これらの結果、当第３四半期会計期間末のＡＵＭ（受託資産残高）は 1,343億円（第２

四半期会計期間末比 45億円増、3.5％増）となっております。なお、当第 3四半期累計期

間において、240億円の新規受託があった一方で、既存受託案件について 292億円の売却

等があったため、前期末比では 52億円（3.7％減）の減少となっております。 

また、当第３四半期累計期間後の取組みでありますが、６月 17 日開示のとおり、世界

的な不動産プライベート・エクイティ・ファンド・マネージャーであるグローブ・インタ
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ーナショナル・パートナーズが運営するファンド（以下、グローブ・インターナショナル・

パートナーズ及び関連ファンドも含めて、これらを「グローブ社」と総称します）との間

で、当社が大型不動産ポートフォリオ（約 406 億円。東京、沖縄他全 14 物件）のＡＭ業

務を受託することについて合意しました。あわせて、当社とグローブ社との間で共同出資

会社（会社名：株式会社大河アセットマネージメント）を設立しております。 

このほか、５月 23 日及び６月 30 日開示のとおり、アトラス・パートナーズ株式会社（以

下、「ＡＰＪ」といいます。）等と資本業務提携を締結するとともに、ＡＰＪの株式の 90％

を６月 30 日付で取得しております。これは、ＡＰＪ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に加え、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おり、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たためであります。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（既存受託案件についての売却等考

慮後）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に実現できることとなります（参考：平成 23 年５

月末ＡＵＭ 当社＝1,343億円、ＡＰＪ＝1,543 億円）。 

 

一方で、ＡＵＭ拡大とプラットフォーム機能強化に向けた人員増などにより、経費が増

加していることから、当第３四半期累計期間の業績は、売上高 436,034 千円(前年同四半

期比 90.3％減)、営業損失 301,647千円(前年同四半期は営業利益 387,076千円)、経常損

失 299,609千円（前年同四半期は経常利益 240,948千円）、四半期純損失 263,563千円（前

年同四半期は四半期純利益 251,311千円）という結果となりました。 

なお、前記のように、営業成果等が徐々に結実しつつあることから、今期末には、毎月

安定的に発生する定常収入（注３）で毎月の定常費用（注４）をカバーし、単月黒字とな

る見込みであり、純粋なフィー型ビジネスによる売上高からなるピュアＡＭ会社として、

Ｐ／Ｌ、Ｂ／Ｓともにバランスのとれた、健全な姿になる見込みであります。これにより、

今期中には安定的に収益を上げるＡＭ会社としての基盤が整い、来期以降はＡＵＭと利益

の成長を加速させていくことができるものと考えております。当社は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、引続き、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）に注力してまいります。 

 

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。 
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（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。 

（注３）定常収入 

当社が管理上定義したもので、毎月安定的に発生するアニュアル・フィー及びセイムボ

ートに係る利息収入等。物件取得時及び売却時にスポットで生じるアクイジション・フ

ィー及びディスポジション・フィー等は含んでおりません。 

（注４）定常費用 

当社が管理上定義したもので、毎月安定的に発生する費用。 

 

 

(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につきましては、前事業年度末と比較して

156,859 千円減少し、5,141,346 千円となりました。主な要因は、現金及び預金 399,737

千円の減少、売掛金 261,589 千円の減少、営業貸付金 254,700千円の減少、その他の関係

会社有価証券 363,302 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 86,677 千円増加し、167,665 千円とな

りました。主な要因は、未払金 85,355 千円の増加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 243,537千円減少し、4,973,681 千円

となりました。主な要因は、四半期純損失 263,563千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 399,737千円減少(9.3％減少)し、3,906,288 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。 

（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 17,330 千円となりました(前年同四半期は 3,311,860

千円の獲得)。これは主に、税引前四半期純損失 260,713 千円の計上があった一方で、

売上債権の減少 252,878千円があったことによるものであります。 

（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3四半期決算短信（非連結）

4



（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 382,310千円となりました(前年同四半期は 216,612千

円の獲得)。これは主に、投資有価証券の取得による支出 367,558 千円及び敷金及び保

証金の差入による支出 64,588 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 1,194,993 千円減少(99.9％減少)

し、95千円となりました。これは、配当金の支払額の 95 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 

平成 23年４月８日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

 

 

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 5,850千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３四半期会計期間末
(平成23年５月31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 3,906,288 4,306,025

売掛金 33,465 295,055

営業貸付金 635,487 890,188

その他 85,671 84,904

貸倒引当金 △316,073 △709,523

流動資産合計 4,344,839 4,866,650

固定資産

有形固定資産 86,250 55,831

無形固定資産 11,387 17,347

投資その他の資産

投資有価証券 26,231 126,284

その他の関係会社有価証券 529,717 166,414

その他 269,448 65,675

貸倒引当金 △126,528 －

投資その他の資産合計 698,869 358,375

固定資産合計 796,506 431,554

資産合計 5,141,346 5,298,205

負債の部

流動負債

買掛金 3,086 10,496

未払法人税等 6,175 9,754

その他 158,403 60,736

流動負債合計 167,665 80,987

負債合計 167,665 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 △251,724 11,839

株主資本合計 4,898,358 5,161,922

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 △38

評価・換算差額等合計 △1 △38

新株予約権 75,324 55,334

純資産合計 4,973,681 5,217,218

負債純資産合計 5,141,346 5,298,205
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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)

前第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)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
 至 平成23年５月31日)

売上高 4,499,208 436,034

売上原価 3,466,745 33,568

売上総利益 1,032,462 402,466

販売費及び一般管理費 645,386 704,113

営業利益又は営業損失（△） 387,076 △301,647

営業外収益

受取利息 493 463

業務受託料 770 －

助成金収入 － 500

未払配当金除斥益 － 741

雑収入 923 336

営業外収益合計 2,187 2,041

営業外費用

支払利息 49,305 －

株式交付費 98,374 －

雑損失 635 3

営業外費用合計 148,316 3

経常利益又は経常損失（△） 240,948 △299,609

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 13,194 －

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 1,769 1,918

特別損失合計 14,964 41,768

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 252,219 △260,713

法人税、住民税及び事業税 907 2,850

法人税等合計 907 2,850

四半期純利益又は四半期純損失（△） 251,311 △263,563
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【第３四半期会計期間】

(単位：千円)

前第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)

当第３四半期会計期間
(自 平成23年３月１日
 至 平成23年５月31日)

売上高 3,974,145 120,906

売上原価 3,386,045 7,358

売上総利益 588,099 113,547

販売費及び一般管理費 282,062 247,254

営業利益又は営業損失（△） 306,037 △133,706

営業外収益

受取利息 8 －

雑収入 4 284

営業外収益合計 12 284

営業外費用

株式交付費 91,624 －

雑損失 16,757 3

営業外費用合計 108,382 3

経常利益又は経常損失（△） 197,668 △133,425

特別損失

固定資産除却損 － 1,541

出資金評価損 1,692 －

その他 136 －

特別損失合計 1,829 1,541

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 195,838 △134,966

法人税、住民税及び事業税 432 950

法人税等合計 432 950

四半期純利益又は四半期純損失（△） 195,406 △135,916
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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)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年９月１日
 至 平成23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又は税引前四半期純損失
（△）

252,219 △260,713

減価償却費 15,985 12,857

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） 121,491 △45,756

子会社清算損益（△は益） △26,235 －

受取利息及び受取配当金 △496 △464

支払利息 49,305 －

株式報酬費用 23,440 19,989

株式交付費 98,374 －

固定資産除却損 － 1,541

投資有価証券評価損益（△は益） 13,194 －

匿名組合投資損益（△は益） － 4,256

出資金評価損 1,692 377

売上債権の増減額（△は増加） △233,156 252,878

営業貸付金の増減額（△は増加） △124,503 △51,680

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 △7,409

預り敷金の増減額（△は減少） △154,693 －

その他 101,224 14,866

小計 3,346,580 △19,407

利息及び配当金の受取額 496 464

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 1,612

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,311,860 △17,330

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 △1,752

投資有価証券の取得による支出 △260 △367,558

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 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 △48,500

敷金及び保証金の差入による支出 － △64,588

敷金及び保証金の回収による収入 10,000 －

その他 △800 89

投資活動によるキャッシュ・フロー 216,612 △382,310

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 △95

その他 △6,750 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,195,088 △95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,333,383 △399,737

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 4,576,617 3,906,288
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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。 

 

(7) 重要な後発事象 

（アトラス・パートナーズ株式会社等との資本業務提携契約締結及び同社株式の取得につ

いて） 
   当社は、平成 23年６月 30 日開催の取締役会決議を経て、アトラス・パートナーズ株式会

社（以下、「ＡＰＪ」といいます。）及び Unison Capital Management Pte. Ltd.（以下、「ユ

ニゾン」といいます。）と「資本業務提携契約書」を締結しました。また同日をもって、ＡＰ

Ｊの株式の 90.0％を取得し、子会社化しました。 

 

① 資本業務提携及び株式取得の目的及び理由 

当社は、ＡＰＪ及びユニゾンとの本資本業務提携によって、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、本資本業務提携

を締結するとともに、ＡＰＪ株式を取得いたしました。 

 

② 資本提携の内容 

当社はＡＰＪ株式を 1,809株（90.0％）保有することとなり、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。取得株式数、取得価額及び取得前後の保有株式の状況は以下のとおり

であります。 
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ⅰ）異動前の所有株式数  

0株  

（議決権の数  0個） 

（所有割合： 0.0％） 

 

ⅱ）取得株式数 
1,809 株  

（取得価額 1,259,999 千円） 

 

 

ⅲ）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％） 

 

ⅳ）取得後の議決権比率 90.0％   

 

③ 業務提携の内容  

業務に関する提携の内容は以下のとおりであります。 

ⅰ）事業計画及び成長戦略 

当社及びＡＰＪは、顧客基盤の拡大及び受託資産の拡大を行い、日本有数の独立系不

動産キャピタルマネージメントグループを構築することを目指します。また、相互の

既存の成長戦略を実現することに加えて、両社の専門性、経験、ノウハウ及び人的リ

ソースを融合することで、あらたな戦略を立案し、これを実現することで、当社とＡ

ＰＪを総体として見た場合のグループとしての企業価値及び株式価値を最大化するこ

とを企図しています。 

  

ⅱ）業務提携 

当社及びＡＰＪは、事業計画及び成長戦略実現のため、下記施策を実施していきま

す。 

 ・業務上の相互実行支援 

 ・財務戦略及び経営管理機能並びに企業統治及び経営基盤の強化 

 ・必要な人材の相互補完・補強 

 ・その他必要な業務提携関係の構築 

 

ⅲ）組織人事 

本提携目的の実現に関する協議機関として、当社及びＡＰＪの取締役で構成されるグ

ループ戦略会議（仮称）を設置します。また、事業領域やスキルの補完・拡大といっ

た機能補完効果（シナジー効果）を実現するため、今後、既存の会社組織や部門構成

に捕らわれることなく、最適な組織人事体制を構築すべく真摯に検討し協議してまい

ります。 

 

④ 株式取得日  平成23年６月30日 
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⑤ アトラス・パートナーズ株式会社の概要 

名称  アトラス・パートナーズ株式会社 

所在地  東京都千代田区平河町二丁目 5番 6 号 

代表者の役職・氏名  代表取締役社長  平井 幹久 

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 

資本金 87百万円 

設立年月日 平成15年11月20日 

大株主及び持株比率 株式会社エムケーキャピタルマネージメント 90.0％  

 平井 幹久 10.0％  

 

⑥ 営業活動等へ及ぼす影響 

本提携による平成 23年８月期の業績に与える影響は軽微であります。 
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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３四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 434,725 △18.8 

その他の事業 1,308 △89.7 

合計 436,034 △90.3 

(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３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 

販売高(千円) 
割合

(％) 
販売高(千円) 

割合

(％) 

合同会社六甲リアルティ － － 63,750 14.6 

株式会社ＨＴＫソリューション 1,425,698 31.7 － － 

株式会社夢現 1,345,627 29.9 － － 

株式会社弘進 984,257 21.9 － － 

  ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ３ 当第３四半期累計期間の株式会社夢現、株式会社弘進及び株式会社ＨＴＫソリューショ 

ン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、前第３四半期累 

計期間の合同会社六甲リアルティの販売高については、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。 

 

（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3四半期決算短信（非連結）

13


	001_サマリー情報（旧様式）
	002～009
	002_短信_０_目次（10_3Q）_v3_110629
	003_短信_１_当四半期の業績等に関する定性的情報(10_3Q)_v3_110629
	004_第3四半期貸借対照表
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/hirofumi-sugasaka/デスクトップ/tdnet_html/0105010_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-05-31-01-2011-06-30.html


	005_第3四半期累計期間損益計算書
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/hirofumi-sugasaka/デスクトップ/tdnet_html/0105020_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-05-31-01-2011-06-30.html


	006_第3四半期会計期間損益計算書
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/hirofumi-sugasaka/デスクトップ/tdnet_html/0105030_0049609682304_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-05-31-01-2011-06-30.html


	007_第3四半期キャッシュフロー計算書
	ローカルディスク
	file:///C|/Documents and Settings/hirofumi-sugasaka/デスクトップ/tdnet_html/0105050_0049609672212_tdnet-qnedjpfr-24780-2011-05-31-01-2011-06-30.html


	008_短信_３(4)継続企業の前提に関する注記(10_3Q)_110628_v2
	009_短信_４_補足情報(10_3Q)_v3_110629
	① 生産実績
	② 受注実績
	③ 販売実績





