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1.  平成23年8月期の連結業績（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 

（注）23年8月期及び22年8月期につきましては、個別として開示したため、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）22年8月期につきましては、個別として開示したため、記載しておりません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）23年8月期及び22年8月期につきましては、個別として開示したため、記載しておりません。  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

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

（注）包括利益 23年8月期 ―百万円 （―％） 22年8月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年8月期 ― ― ― ― ―
22年8月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 23年8月期  ―百万円 22年8月期  ―百万円

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 5,274 5,024 92.2 30,916.11
22年8月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年8月期  4,863百万円 22年8月期  ―百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年8月期 ― ― ― ―
22年8月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年8月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）23年8月期につきましては、個別として開示したため、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

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

第2四半期(累計) 1,000 ― 14 ― 14 ― 10 ― 63.57
通期 2,500 ― 300 ― 300 ― 260 ― 1,652.85



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 157,304 株 22年8月期 157,304 株
② 期末自己株式数 23年8月期 ― 株 22年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年8月期 157,304 株 22年8月期 100,049 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年8月期の個別業績（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年8月期 692 △85.1 △328 ― △324 ― △298 ―
22年8月期 4,642 145.3 186 ― 41 ― 11 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年8月期 △1,898.83 ―
22年8月期 118.33 118.16

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 5,021 4,945 96.8 30,916.11
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  4,863百万円 22年8月期  5,161百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であります。なお、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸
表に対する監査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 
１．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、3ページ「1.経営成績 （1）経営成績 
  に関する分析」をご参照ください。 
２．23年8月期が連結財務諸表の作成初年度であります。なお、連結経営成績及び連結キャッシュ・フローの状況につきましては、24年8月期からの作成 
  となります。 
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１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

 当社グループは、当連結会計年度においては、貸借対照表のみ連結しており、連結損益計算書、連結包

括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については作成しておりま

せん。なお、損益及びキャッシュ・フローに関する記載については、当社単体の数値を使用しております。

また、財政状態の分析については前連結会計年度との比較を行っておりません。 

 

① 当期の経営成績 

当期におけるわが国の経済は、持ち直しに向けた動きがみられつつあったところに、戦後最大の危機と

も言える東日本大震災が発生し、生産活動が大きく制約を受けました。サプライチェーンの立て直しや内

外需の持ち直しが見られますが、海外景気の減速、先進諸国の財政再建問題や円高長期化の懸念などがあ

り、依然として予断を許さない状況であります。 

当社グループが属する不動産投資業界においては、東日本大震災やデフレが続く国内景気の影響などに

より、賃料水準については一部の地域や物件を除き、依然として底を打っていないものの、空室率は改善

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、耐震性や環境性能、管理状況など、物件の質に対するニーズがより高まるなどの変化が表れており、

マーケットが停滞する中でも新たなビジネスチャンスが見られます。 

東日本大震災によっていったん様子見姿勢が強まったものの、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、投資機会をうかが

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。 

このような状況のもと、当社グループは、日本の不動産投資市場へ既に流入している資金及び今後流入

してく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

機会と認識しております。 

流入済み資金の運用としては、ＡＭリプレイス（注１）案件及びデット・リストラクチャリング（注２）

案件の獲得に注力し、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

ブ社（注３）から約 406億円のＡＭ業務を受託するなどいたしました。 

今後流入してくる資金の運用としては、東日本大震災後の５月に、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。 

同時に、受託済みの物件については、リーシング活動を中心としたバリュー・アップと売却等に努めて

まいりました。 

これらの結果、743億円を新規受託した一方で、658億円を売却等したため、当期末のＡＵＭ（受託資産

残高）（注４）は 1,480 億円（前期末比 85 億円増、6.1％増）となっております。なお、６月に資本業務

提携を締結し、連結子会社化したＡＰＪ（注５）を含むグループ合計ＡＵＭは 2,947億円となります。 

一方、業績面では、当社単体でのＡＵＭ残高の伸びが下期にずれ込むとともに期初目標 2,600 億円に届

かなかったことなどから、売上高目標 820 百万円（平成 23 年 4月 8日開示）を下回りましたが、人員採用

ペースの抑制等の経費削減に努めました。 
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ＡＵＭが想定通りには拡大しなかった理由は、以下の２つの要因によります。 

(1) 不動産の買い手と売り手との間の価格ギャップが依然として十分に解消しておらず、不動産取引量

が増加していない。 

(2) ＡＭリプレイス及びデット・リストラクチャリング案件の受託については、難易度が高く労力がか

かり、かつ金額がそれほど大きくない案件が多い傾向にある。 

 

これらの結果、当事業年度の業績は、売上高 692,627千円（前期比 85.1％減）、営業損失 328,216 千円

（前事業年度は営業利益 186,410 千円）、経常損失 324,231 千円（前事業年度は経常利益 41,066 千円）、

当期純損失 298,693千円（前事業年度は当期純利益 11,839千円）となっております。 

 

以上のような状況を受けまして、引続き内部留保の充実を図り、ＡＵＭ拡大のためのセイムボート投資

（注６）等に充当することが不可欠であると認識しておりますので、平成 23 年８月期の配当につきまして

も前期に引続き誠に遺憾ではありますが、見送らせていただきます。なお、今後の配当政策については未

定であります。 

 

 

（注１）ＡＭリプレイス 

不動産ＡＭ会社の破綻や信用力低下による当該ＡＭ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ＡＭ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 

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ＡＭ業務の受託を目標とする取組みのことをいいます。 

（注３）グローブ社 

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・インターナショナル・パート

ナーズが運営するファンド及び関連ファンドも含めて、これらを「グローブ社」と総称しています。 

（注４）ＡＵＭ 

「Asset Under Management」の略で、受託資産残高のことをいいます。 

（注５）ＡＰＪ 

平成 23 年６月 30 日付で資本業務提携を締結し、当社が株式の 90％を取得し、連結子会社となったアトラス・パー

トナーズ株式会社。 

（注６）セイムボート投資 

当社グループがＡＭ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。 
  

 

また、当事業年度の各事業部門における活動は以下のとおりであります。 

 

（アセット・マネージメント事業） 

既存の案件の売却による受託残高が減少した一方で、グローブ社からの受託及び当社が組成を行ったフ

ァンドが保有する案件の受託があったため、当事業の売上高は、前事業年度と比べて 2.0％増加し、690,920

千円となっております。また、当事業年度末のＡＵＭは、前事業年度末に比べて 6.1％増加し、1,480億円

となっております。 
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（アセット・インキュベーション事業） 

前事業年度において、自己投資不動産である『フレッジオ・シリーズ』全３物件を売却したため、当事

業年度における当事業の売上高の実績はありません。 

 (その他の事業） 

ビジネス・サポート・ローンの金利収入により、当事業の売上高は、前事業年度と比べて 87.2％減少し、

1,706 千円となっております。 

 

② 次期の見通し 

次期の見通し 

当社グループは、平成 23 年８月期から平成 27 年８月期の５ヶ年を計画期間とする中期経営計画に従い、

平成 27 年８月期に期末ＡＵＭ60 百億円、経常利益 25 億円を達成し、日本有数の独立系不動産キャピタル

マネージメント会社となり、安定成長へ向かう筋道をつけることを目指しております。 

このようななか、当期は中期経営計画達成のカギとなる１年であり、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、健全な姿になる期であ

ると考え、事業を行ってまいりました。不動産市場の動きが遅いことに加え、東日本大震災の発生もあり、

ＡＵＭ拡大時期が下期以降にずれ込んだ影響などから、誠に遺憾ながら通期業績は赤字となりましたが、

当期末のグループ合計ＡＵＭは 2,947 億円にまで大きく拡大し、期初に掲げた、毎月安定的に発生する定

常収入（注１）で毎月の定常費用（注２）をカバーし、単月黒字となる状態は概ね達成されつつあります。 

このため、次期につきましては、引続き日本有数の独立系不動産キャピタルマネージメント会社として

の基盤を確立するため、平成23年８月末現在でグループ合計約3,000億円のＡＵＭをさらに拡大していき、

いち早く5,000億円とし、利益拡大を図ることを目指します。具体的には、通期業績について、売上高2,500

百万円、経常利益300百万円、当期純利益260百万円と予想しております。 

なお、当社は、平成23年６月にＡＰＪの発行済株式の90％に相当する数の株式を取得してＡＰＪを連結

子会社化したため、本決算短信においては、上記のとおり平成24年８月期の連結業績予想を開示しており

ますが、「４．連結財務諸表 (７) 連結税務諸表に関する注記事項 (重要な後発事象) (子会社の吸収合

併について)」に記載の、ＡＰＪとの合併（以下、「本合併」といいます。）後は、再度非連結となり、平成

24年８月期の業績予想は単体となる予定です。 

かかる平成24年８月期の単体業績予想は、本決算短信において開示した平成24年８月期の連結業績予想

と同水準に修正される見込みであり、本合併の当社に与える影響は軽微であると見込んでおります。 

また、上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループにおいて判断し

たものであります。予想には様々なリスクや不安定要素等が含まれており、実際の成果や業績等は記載の

予想とは異なる可能性があります。 

（注１）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の合計

額。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２）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の合計額。 
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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 

 当社は、当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較に関しては記 

載しておりません。 

 

(流動資産) 

流動資産の残高は、2,977,743 千円となりました。主な内訳は、現金及び預金 2,082,277 千円、売掛金

427,949千円及び営業貸付金 624,395千円であります。 

(固定資産) 

固定資産の残高は、2,297,063千円であります。主な内訳は、投資有価証券 829,403千円、その他の関係

会社有価証券 532,077 千円及びのれん 581,020千円となっております。 

(流動負債) 

流動負債の残高は、230,668 千円となりました。主な内訳は、買掛金 66,493 千円及び未払法人税等 49,326

千円であります。 

(固定負債) 

固定資産の残高は、19,750千円であります。役員退職慰労引当金 19,750 千円がその内訳となっておりま

す。 

(純資産) 

純資産の残高は、5,024,388 千円となっております。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ 62.7％減少し、

1,606,118千円となりました。 

当事業年度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、当連結会計年度においては連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、個別ベースの

キャッシュ・フローについて記載しております。 

 

(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、241,840千円（前事業年度は 3,138,788千円の獲得）となりました。 

これは主に、税引前当期純損失 294,893 千円の計上及び営業貸付金の増加 106,812 千円による支出があ

った一方で、売上債権の減少による収入 203,194 千円があったためであります。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、2,457,952千円（前事業年度は 119,126千円の獲得）となりました。 

これは、主に投資有価証券の取得による支出 1,117,144 千円及び子会社株式の取得による支出 1,289,612

千円があったことによります。  

  (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、前事業年度に比べ 1,195,009千円減少（99.9％減少）し、114 千円とな

りました。これは、配当金の支払額 114千円によるものであります。 
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なお、当社(当社グループ)のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

    
平成 19年 

８月期 

平成 20年 

８月期 

平成 21年 

８月期 

平成 22年 

８月期 

平成 23年 

８月期 

自己資本比率（％）   50.0 69.3 40.3 97.4 96.8 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
  72.4 34.0 30.8 93.5 157.0 

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（％） 
  ― 0.9 ― ― ― 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
  ― 67.5 ― 69.2 ― 

自己資本比率            ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） 平成 19年８月期から平成 21年８月期までの各期については連結ベースの財務数値により、平成 22年８月

期及び平成 23年８月期については個別ベースの財務数値により、計算しています。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４） 平成 19 年８月期及び平成 21 年８月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カ

バレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。また、平

成 23年８月期については、期中における有利子負債の残高がありませんので記載しておりません。 

（注５） 平成 22年８月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、期末における有利子負債の残

高がありませんので記載しておりません。 

 

 

（３）利益の配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、長期安定的な配当を行うことも株主への利益還元として重要であると考えております

が、内部留保の充実を図り、主にＡＵＭ拡大のためのセイムボート投資等に充当し、なおいっそうの業容

の拡大を目指すことが株主への最大の利益還元につながると認識しております。また、当社グループは現

在の状況を第二創業期と位置付け、中期経営計画に従い、大幅な成長を実現していくことを目指しており

ますので、誠に遺憾ではありますが、平成 23 年８月期の配当につきましても前期に引続き、見送らせてい

ただきます。 

なお、当社は、マーブルホールディングス株式会社（以下、「公開買付者」といいます。）による当社普

通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明す

るとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨すること、及び新株予約権に関して

本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権の保有者の皆様のご判断に委ねることを、平成 23

年 10 月７日開催の取締役会で決議しております。当社の普通株式は、本日現在、東京証券取引所マザーズ

市場に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設

定しておらず、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、当社の普通株式は、

所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付け成立時点で当該基準に該当しな

い場合でも、公開買付者は、本公開買付けに対して基準株式数（134,830株）以上の当社普通株式の応募が

なされた場合には、適用ある法令に従い、当社の発行済株式の全てを取得することを目的とした取引の実

施を当社に要請することを予定していますので、かかる取引が実施された場合には、当社の普通株式は上

場廃止になります。 

このため、今後の配当政策については未定であります。 
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本公開買付けの詳細につきましては、当社開示の平成 23 年 10 月７日付「マーブルホールディングス株

式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」及びそれに添付の公開買付者

作成の平成 23 年 10 月７日付「株式会社エムケーキャピタルマネージメント株券等に対する公開買付けの

開始に関するお知らせ」をご参照下さい。 

なお、当社は会社法第 459 条第１項に基づき剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款変更を平成

18年 11月 22日開催の株主総会で決議しております。 

 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの事業に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のものがあります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を把握したうえで、発生の回避

及び発生した場合の対応に努める所存であります。本項における将来に関する事項は、決算短信発表日現在

において当社グループが判断したものであります。 

① 経済情勢の悪化 

経済情勢が悪化し、空室率の上昇や賃料の下落等が生じた場合、投資家からの受託資産の投資収益が悪化

し、投資家の投資活動が低迷する可能性があります。その場合、当社グループの収益が圧迫され、投資家と

ともに投資するセイムボートが毀損し、財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 不動産市況の動向 

不動産市況の低迷が長期化した場合、投資収益が悪化し、投資家の投資活動が低迷する可能性があります。

その場合、当社グループの収益が圧迫される恐れがあります。 

③ 不動産金融市場の動向 

投資家の投資姿勢の動向並びに金融機関の融資姿勢の動向、調達金利の上昇及びLTV（担保資産価額に対

するローンの比率）の低下等、不動産金融市場の動向変化により、投資家から受託する不動産の投資採算

に影響が生じる可能性があります。 

④ 競合について 

特に世界金融危機以降、当社グループは財務安定性や運用実績の面で、相対的に良好な水準を維持してい

ることから、競争優位性を有していると考えていますが、同業者との比較において相対的に魅力が低下した

場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 資金調達について 

当社グループは、アセット・マネージメント事業において、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。中期経営計画は、ＡＵＭの拡大に伴って資金調達を

行うことを前提としております。従って、何らかの事情によって当社グループの希望する金額及び条件で資

金調達ができない場合、中期経営計画を計画どおり展開できない可能性があり、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

なお、従来、当社は、アセット・インキュベーション事業において、自己勘定で保有する不動産について

金融機関からの借入金により資金調達を行っておりましたが、平成22年８月期で当該不動産を全て売却した

ことに伴い、金融機関からの借入金はゼロとなっております。 

⑥ 自然災害等によるリスクについて 

台風、洪水、地震等の自然災害、火災、事故、暴動、テロ、戦争その他の人災が発生した場合には、当社
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グループがアセット・マネージャーとして運用管理する不動産等の価値が大きく毀損する可能性があり、当

社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 社歴が浅いこと 

当社は平成13年９月に設立された社歴の浅い会社であります。したがって、過年度の財政状態及び経営成

績からでは今後の当社グループの業績を予測するには不十分な面があります。 

⑧ 特定の人物に対する事業活動の依存度 

当社の代表取締役加藤一郎太は、最高経営責任者として当社グループの経営及び事業推進全般について重

要な役割を果たしており、近い将来において何らかの理由により同氏の業務遂行が不可能となった場合、当

社グループの業績及び今後の事業活動に影響を与える可能性があります。これに対応して、当社グループで

は、経営体制を強化するために組織の強化、人材拡充及び育成を行っており、同氏を補完する営業活動体制

の構築を進めております。平成22年にはユニゾン４ファンド（注）と資本業務提携を行い、経営管理機能の

強化・ガバナンスの強化、人材リソースの補完等を行っており、同氏に対する経営及び事業活動における依

存は解消されつつあるものと認識しております。 

（注）ユニゾン４ファンド 

平成 22年４月５日実施の第三者割当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４ファンド」

としております。 

⑨ 人材の確保・維持 

当社グループにおける業務については、高度なノウハウが必要であり、また社内における相互牽制機能を

高めるためにも、当社グループの成長速度に合わせて、高いスキルを持った人材を確保することが経営上の

重要な課題となっております。今後の事業拡大に伴い、積極的に優秀な人材を採用し、社内教育をしていく

方針でありますが、現在在職している人材が一度に流出するような場合、または当社グループの求める人材

が十分に確保できない場合には、今後の事業展開も含めて事業拡大及び将来性に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

⑩ 法的規制について 

当社グループは現時点の法的規制に従って業務運営を行っておりますが、今後これら法令の改廃により当

社グループの業務運営に何らかの影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは主として以下の法

律の規制に従っております。 

a. 宅地建物取引業法 

 当社グループは、アセット・マネージメント事業等に派生して不動産の売買・賃貸の代理、媒介を行うこ

とがありますので、宅地建物取引業法に基づく免許を取得して、同法ならびにそれに関連する各種法令等を

遵守して業務を運営しております。 

 当社及びＡＰＪで取得している宅地建物取引業免許番号及び期限は以下の通りであります。現時点におい

て、宅地建物取引業免許の取り消しまたは更新欠落の事由に該当する事実はないものと認識しております。

なお、当社の免許更新については、平成23年９月に申請済みであります。 

 当社 ＡＰＪ 

登録番号 東京都知事（２）第80138号 東京都知事（２）第86155号 

期限 平成23年10月26日 

※平成23年９月に更新申請済み 

平成28年７月14日 
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b. 金融商品取引法 

 当社グループは、集団投資スキームといわれる、投資家から匿名組合出資等を受け、不動産信託受益権を

含む不動産に対して投資運用を行い、利益を投資家に分配し手数料を収受する業務を行なうとともに、アセ

ット・マネージメント事業等において、匿名組合出資の私募の取扱い、及び不動産信託受益権の販売又はそ

の代理若しくは媒介を行なう場合があります。したがって、当社グループにおいて金融商品取引法上の第二

種金融商品取引業、投資助言業及び投資運用業の登録をする必要があり、同法ならびにそれに関連する各種

法令等を遵守して業務を運営しております。 

 当社及びＡＰＪで取得している金融商品取引業登録番号及び期限は以下のとおりであります。現時点にお

いて、これら登録の取り消し等に該当する事実はないものと認識しております。 

 当社 ＡＰＪ 

登録番号 関東財務局長（金商）第1235号 関東財務局長（金商）第526号 

期限 期限はありません 期限はありません 

業務の種別 ・ 投資運用業 

・ 第二種金融商品取引業 

・ 投資助言・代理業 

・ 投資運用業 

・ 第二種金融商品取引業 

・ 投資助言・代理業 

・ 有価証券関連業 

c. 不動産投資顧問業登録規程 

当社グループは、投資家に対して、不動産投資に関する助言業務や投資判断・取引代理を伴う一任業務を

行なう場合があります。したがって、当社グループにおいて不動産投資顧問業登録規程に基づく登録をする

必要があり、同規程ならびにそれに関連する各種法令等を遵守して業務を運営しております。 

 当社及びＡＰＪで取得している不動産投資顧問業登録番号及び期限は以下のとおりであります。現時点に

おいて、不動産投資顧問業登録の取り消しまたは更新欠落の事由に該当する事実はないものと認識しており

ます。 

 当社 ＡＰＪ 

登録番号 総合 第115号 総合 第34号 

期限 平成26年６月30日 平成24年５月19日 

d. 貸金業法 

 当社グループは、アセット・マネージメント事業においてＡＭ業務を受託する際に、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。したがって、当社グループ

において貸金業法上の貸金業登録をする必要があり、同法ならびにそれに関連する各種法令等を遵守して業

務を運営しております。 

 当社及びＡＰＪで取得している貸金業登録番号及び期限は以下のとおりであります。現時点において、貸

金業登録の取り消しまたは更新欠落の事由に該当する事実はないものと認識しております。 

 当社 ＡＰＪ 

登録番号 東京都知事（３）第29371号 東京都知事（１）第31382号 

期限 平成26年６月14日 平成26年３月30日 

e．不動産特定共同事業法 

 当社グループは、不動産特定共同事業法に基づく許可を得ておりませんが、同法の適用除外となるストラ

クチャーで現物不動産に投資しているため、事業の遂行が可能となっております。この同法の適用除外は、

主に匿名組合契約が外国で締結されていることによるものであります。  

f. その他 

 不動産投資スキームは、商法上の匿名組合契約、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する

一般社団法人等に基づいたストラクチャーにより組成しております。 
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 また、リノベーション工事、建物の建築工事等にあたっては、建築基準法等の各種法令及び条例等を遵守

して事業を行なっております。 

 このほか、弁護士法第72条は非弁護士の法律事務の取扱等の禁止、同第73条は譲り受けた権利の実行を業

務とすることの禁止を定めておりますが、当社グループにおいては、法律事務の取扱が生じる場合等は必ず

弁護士に委任して、弁護士法を遵守して業務を行っております。 

なお、当社グループは、投資信託及び投資法人に関する法律に定める登録投資法人と資産の運用に係る委

託契約を締結していないため、同法に規定される資産運用会社に該当しておらず、同法の規制を受ける業務

は行っておりません。 

 今後、これらの法律に対して規制が設けられた場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

⑪ 今後の事業展開について 

当社グループは、アセット・マネージメント事業を主たる事業として、不動産と金融の両面にわたる事業

を行っております。そのため、投資家の拡大等を通じてＡＵＭの拡大が図れない場合には、当社グループの

業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

また、上記のとおりにこれらの展開が図れない場合は、当社グループの成長に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

⑫ ノン・リコース条件の融資にかかる補償 

当社グループによる投資家への投資提案に基づき特別目的会社にて不動産を取得する場合、ノン・リコ

ース条件（担保不動産の収益ならびに売却代金のみを回収原資とする条件、責任財産限定型ローンともい

います）のローンで資金調達する場合があります。この場合、ノン・リコース条件に対する例外として、

借り手及びアセット・マネージャーをはじめとする借り手側の関係者の詐欺行為や故意・重過失による不

法行為又は環境汚染等を理由として貸し手に発生した損害等を補填する補償責任を投資家およびアセッ

ト・マネージャーである当社グループに要求できることとなっております。この責任はローン債務の履行

を一般的に保証するものでありませんが、当社グループの重過失等によりそのような損害が発生した場合

に当社グループが補償責任を負担する可能性があります。 

⑬ ストックオプションの行使など株式の希薄化に係る影響 

当社は、平成20年11月26日定時株主総会の特別決議後の平成20年12月15日開催の取締役会決議及び平成

22年11月25日定時株主総会の特別決議後の平成22年12月20日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役、

従業員、当社子会社取締役及び入社予定者に対し、新株予約権（以下、「本ストックオプション」といい

ます。）の付与を行っております。 

決算短信発表日現在において新株予約権の目的となる株式の数は5,635株であり当該株式数は発行済株

式総数の3.6％に相当しております。当社の株価が行使価格を上回り、かつ権利行使についての条件が満た

され、これら新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化することになります。 

なお、当社は、公開買付者による当社の普通株式及び新株予約権に対する本公開買付けに賛同の意見を

表明し、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨すること、及び新株予約権に関して本公

開買付けに応募するか否かについては、新株予約権の保有者の皆様のご判断に委ねることを、平成 23年 10

月７日開催の取締役会で決議しております。 

また、当社が現在取り組んでいる中期経営計画は当期以降のさらなる資本増強を前提として策定したも

のであります。具体的には、当該中期経営計画を達成するために、事業の進捗に応じてセイムボート資金
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を確保することが必要となった時点で、さらなる資本増強を行うことを想定しております。このため、更

なる資本増強がなされた場合には、１株当たりの株式価値が希薄化することになります。 

⑭ 構造計算書偽装問題への対応について 

国土交通省のホームページにおいて平成23年７月26日時点において地方公共団体から構造計算書の偽装が

あったとして公表された物件（以下「偽装物件」といいます）、または構造耐力が不足しているとして公表

された物件の中に、当社グループがアセット・マネージメント事業において現に受託している、または過去

に受託していた物件（以下「受託物件」といいます）並びにアセット・インキュベーション事業のため過去

に保有していた物件（以下「保有物件」といいます）に該当するものはありません。 

しかしながら、万が一「受託物件」または「保有物件」に「本件関係者」の関与が判明した場合、あるい

は「本件関係者」以外の者が「受託物件」または「保有物件」について構造計算書の偽装を行っていたこと

が判明した場合は、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑮ 有害物質について 

当社グループが土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託受益権を取得する場合に

おいて、当社グループは有害物質の有無等について状況に応じた調査等を行っておりますが、以下のとおり

損害を負担することになった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

土地については、産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性は否定できず、かかる有害物質が埋蔵

されている場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために

土壌の入替や浄化等が必要となる場合には、予想外の費用が発生する可能性があります。さらにかかる有害

物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接的又は信託受託者を通じて間接的に当社グループ又は当

社グループにアセット・マネージメント事業を委託している匿名組合営業者が損害を賠償する義務を負担す

る可能性があります。土壌汚染については、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質にかかる一定の施設を

設置していた場合や土壌の特定有害物質による汚染により人の健康にかかる被害が生ずるおそれがあると認

められる場合には、土地の所有者、管理者又は占有者等はかかる汚染の状況について調査報告を命じられ、

又は当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命じられることがあります。

この場合、当社グループ又は匿名組合営業者は支出を余儀なくされた費用についてその原因となった者やそ

の他の者から常に償還を受けられるとは限りません。 

建物については、一般的に建材等にアスベスト、ＰＣＢその他の有害物質を含む建材又は設備が使用され、

又は過去に使用されていた可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部

分的交換が必要となる場合には予想外の費用が発生する可能性があります。さらに、有害物質によって第三

者が損害を受けた場合には、直接的又は信託受託者を通じて間接的に当社グループ又は匿名組合営業者がか

かる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。当社グループがアセット・マネージメント事業にお

いて現に受託している、または過去に受託していた物件並びにアセット・インキュベーション事業のため過

去に保有していた物件について有害物質の使用が明らかになった場合は、関連法令等に従い、適切な措置を

講じております。 

また、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産について

大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務が課される可能性があります。 

⑯ 税制・会計制度について 

税制、会計基準に関する変更が生じた場合、資産保有及び取得、売却のコスト増加並びに投資家の投資姿

勢の変化等により、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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また、当社グループがＡＭを行う不動産ファンドについては、投資事業組合に対する支配力基準及び影響

力基準を適用し、個別に連結、非連結を判断しております。今後、連結についての解釈に変更が生じ会計監

査人等の見解が変わってきた場合、当社グループの連結の範囲に変更が生じ、当社グループの経営成績、財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑰ 個人情報等の保護について 

当社グループが行っている事業では、物件購入者、ビルオーナー、ビルテナント等多数の顧客の個人情報

を保有しております。今後の事業拡大に伴い情報量の増加が予想されますが、個人情報保護法に従い、情報

管理体制を強化するとともに個人情報管理の徹底を図っております。しかしながら、不測の事態により当社

グループが保有する個人情報が外部へ流出、漏えいした場合及び使用人の退職等により重要な企業情報が外

部へ流出、漏えいした場合等には、当社グループの信用を毀損し、当社グループの経営成績、財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

⑱ 上場廃止について 

当社普通株式は、平成23年10月７日現在、マザーズ市場に上場されていますが、公開買付者は、本公開買

付けにおいて買付けを行う当社普通株式の数に上限を設定しておらず、本公開買付けの結果次第では、東京

証券取引所の上場廃止基準に従い、当社普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。

また、本公開買付け成立時点で当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けに対して基準

株式数（134,830株）以上の当社普通株式の応募がなされた場合には、適用法令に従い、当社の発行済株式の

全てを取得することを目的とした取引を実施することを予定していますので、かかる取引が実施された場合

には、当社普通株式は上場廃止になります。 

なお、当社普通株式が上場廃止となった場合は、当社普通株式をマザーズ市場において取引することはで

きません。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループの企業集団は、当社と連結子会社１社、非連結子会社３社、関連会社８社及びその他の関係

会社４社で構成され、投資家から受託した不動産について投資ヴィークルを通じて運用・管理を行なうアセ

ット・マネージメント事業、不動産の自己投資を行なうアセット・インキュベーション事業及び不動産投資

ファンドに対する匿名組合出資及び不動産開発資金の融資（ビジネス・サポート・ローン）を行なうその他

の事業を営んでおります。 

また、昨年実施した第三者割当増資の割当先である、ユニゾン４ファンド（注）がその他の関係会社に該 

当しております。 

（注）ユニゾン４ファンド 

平成 22年４月５日実施の第三者割当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４ファンド」

としております。 

 

企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

（注）1 子会社のうちアトラス・パートナーズ㈱は、連結子会社に該当しております。 

2 上記の非連結子会社及び関連会社はすべて持分法非適用であります。 

3 アセット・インキュベーション事業については、現在休止しております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社の強みは、不動産と金融の両面にわたるノウハウとスピード経営にあると考えております。また、多

様な投資機会において、資金と人的資源を、可能な限り最適な投資対象、最適な事業に配分することにより、

利益の極大化を図るとともに、成長を継続していく方針であります。 

当社は個々のアセットについて考えうる最良のサービスを提供するという「アセット＋デザイン＋プロデュ

ーサー（ Asset＋Désign＋Producer ）」、社名の由来でもある最高の知恵と戦略を意味する「マキシマイズ・

ナレッジ（ Maximize Knowledge ）」をコーポレート・コンセプトとして掲げ、環境に敏感かつ機敏に対応し

て飛躍を続けていきたいと考えております。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社では、資産価格の変動リスクと投資家との利益相反リスクによる経営への影響を極力排除するため、

フィー型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しております。これは、投資家が

ＡＭ会社を選別する際、高い財務安定性を重要な基準の一つとしているためであります。また、財務健全性

は当社の強みの一つであると認識しておりますので、引続き概ね 50％以上の自己資本比率を維持していく方

針であります。 

上記方針を踏まえた上で、当社グループは中期経営計画（平成 23 年８月期から平成 27年８月期の５ヶ年）

の方針に従い、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、日本有数の独立系不動産キャピ

タルマネージメント会社となることを目指し、ＡＵＭと業績の拡大（平成 27 年８月期に期末ＡＵＭ60 百億

円以上、経常利益 25億円）を目指しております。そのため、目標とする経営指標は、ＡＵＭならびに売上高、

経常利益を掲げてまいります。ＡＵＭを拡大することで、純粋にＡＵＭから派生する売上高を増加させてい

くとともに、不動産キャピタルマネージメント会社としての付加価値のさらなる向上に努め、また、事業効

率性の向上に努めていくことで経費構造についても改善を図り、経常利益の増加を目指します。 

そのうえで業績の安定的拡大を図るとともに、１株当たり当期純利益の成長を図っていくことを目標とす

る方針であります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは中期経営計画（平成 23 年８月期から平成 27 年８月期の５ヶ年）の方針に従い、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、日本有数の独立系不動産キャピタルマネージメント会社

となることを目指し、ＡＵＭと業績の拡大（平成 27年８月期に期末ＡＵＭ60百億円以上、経常利益 25億円）

を図り、企業価値向上に努めてまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、平成 23 年８月期から平成 27 年８月期の５ヶ年を計画期間とする中期経営計画を策定し

ております。この中期経営計画は、早期にＡＵＭ50 百億円に到達するとともに、平成 27 年８月期に期末Ａ

ＵＭ60 百億円以上、経常利益 25 億円を達成し、日本有数の独立系不動産キャピタルマネージメント会社と

なり、安定成長へ向かう筋道をつけることを目指しております。 

当期の事業の経過及び成果、ならびに中期経営計画のローリングを踏まえ、具体的に、次の４つを対処す

べき課題として取り組んでいく所存であります。 
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①大型のＡＭリプレイス型及びデット・リストラクチャリング型案件の獲得 

ＡＵＭ拡大ペースをさらに速めること、引続きＡＭリプレイス型及びデット・リストラクチャリング

型案件へのニーズが大きいと予想されること、平成 22 年８月期・平成 23 年８月期ともに大型のＡＭリ

プレイス型及びデット・リストラクチャリング型案件がＡＵＭの拡大に大きく寄与したことを勘案し、

平成 24年８月期においても引続き、大型のＡＭリプレイス型及びデット・リストラクチャリング型の獲

得を目指します。 

②コア型ファンド設立の早期実現 

レンダー等が好条件を提示する買い手が現れるまで売り急がない傾向が強く、現在のマーケットでは、

個人富裕層や事業法人等の実需取引やJ-REIT等のコア系投資家による不動産取引の割合が多い状況であ

ります。加えて、コア系投資家は、大型でかつ運用難易度や労力がそれほど大きくは求められない物件

を好み、リスク分散の観点から単独投資よりもパッケージ化された投資商品に共同投資することを好む

傾向にあります。 

また、当社グループはあらゆる種類の国内外の資金を運用していくことを目標としており、ファンド

の運用による事業領域及び収益機会の拡大を図ることを目指しております。 

    ③オポチュニスティック型案件の着実な取り込み 

レンダー等が好条件を提示する買い手が現れるまで売り急がない傾向が強く、より高いリターンを期

待するオポチュニスティック系投資家の価格目線に合致する案件は限定的な状況が続いております。し

かしながら、どのようなマーケット環境においても必ず一定のオポチュニスティック型案件は存在し、

この事業領域は当社がこれまで強みを発揮してきた分野の一つであります。また、当期末においてグル

ープＡＵＭが約 3,000 億円となり、新たな投資家やレンダーとの取引も拡大してきていることから、デ

ィール・ソースの質量ともに大きく増大してきております。加えて、オポチュニスティック型案件には

成功報酬が付与されることが多く、当社グループの収益向上が期待できます。 

このため、引続き案件機会は限定的であると予想されますが、限られた機会を着実に取り込むべく、

活動を行ってまいります。 

④更なる運用業務効率向上及び高付加価値化 

現在のマーケットの特性上、運用業務負荷が高く、かつ収益性が抑えられた案件が大きな割合を占め

ております。加えて、ＡＵＭ拡大によるさらなる受託物件数の増加が予想されます。一方で、積極的な

人員拡充とＡＰＪとの資本業務提携とにより、グループ従業員数も大幅に増加しております。このため、

組織体制や人事制度の大幅な見直しも含め、業務内容の精査と有機的分解を行い、１人当たり運用物件

数の増加と各自の業務の高付加価値化を図り、収益性の向上は図ってまいります。 
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４.連結財務諸表
(1)連結貸借対照表

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,082,277

売掛金 427,949

営業貸付金 624,395

繰延税金資産 7,385

その他 103,826

貸倒引当金 △268,091

流動資産合計 2,977,743

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 64,786

その他 68,388

減価償却累計額 △44,921

有形固定資産合計 88,252

無形固定資産

のれん 581,020

その他 38,562

無形固定資産合計 619,582

投資その他の資産

投資有価証券 ※2  829,403

その他の関係会社有価証券 ※1  532,077

繰延税金資産 9,429

その他 402,008

貸倒引当金 △183,690

投資その他の資産合計 1,589,228

固定資産合計 2,297,063

資産合計 5,274,807

負債の部

流動負債

買掛金 66,493

未払法人税等 49,326

その他 114,847

流動負債合計 230,668

固定負債

役員退職慰労引当金 19,750

固定負債合計 19,750

負債合計 250,418

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 △286,854

株主資本合計 4,863,228

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △0

その他の包括利益累計額合計 △0

新株予約権 82,428

少数株主持分 78,732

純資産合計 5,024,388

負債純資産合計 5,274,807
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

①連結損益計算書 

 連結子会社の株式を同社の第２四半期会計期間の末日である平成 23 年６月 30 日に取得した

ことに伴い、当連結会計年度より連結手続きを行っております。 

なお、同社の第２四半期会計期間の末日と連結決算日との差異が３か月を超えておりません

ので、当連結会計年度においては、貸借対照表のみ連結しており、連結損益計算書を作成して

おりません。 

    ②連結包括利益計算書 

 連結子会社の株式を同社の第２四半期会計期間の末日である平成 23 年６月 30 日に取得した

ことに伴い、当連結会計年度より連結手続きを行っております。 

なお、同社の第２四半期会計期間の末日と連結決算日との差異が３か月を超えておりません

ので、当連結会計年度においては、貸借対照表のみ連結しており、連結包括利益計算書を作成

しておりません。 

 

  (3) 連結株主資本等変動計算書 

 連結子会社の株式を同社の第２四半期会計期間の末日である平成 23 年６月 30 日に取得した

ことに伴い、当連結会計年度より連結手続きを行っております。 

なお、同社の第２四半期会計期間の末日と連結決算日との差異が３か月を超えておりません

ので、当連結会計年度においては、貸借対照表のみ連結しており、連結株主資本等変動計算書

を作成しておりません。 

 

  (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 連結子会社の株式を同社の第２四半期会計期間の末日である平成 23 年６月 30 日に取得した

ことに伴い、当連結会計年度より連結手続きを行っております。 

なお、同社の第２四半期会計期間の末日と連結決算日との差異が３か月を超えておりません

ので、当連結会計年度においては、貸借対照表のみ連結しており、連結キャッシュ・フロー計

算書を作成しておりません。 
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 
(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数１社 

  連結子会社の名称 

    アトラス・パートナーズ株式会社 

    アトラス・パートナーズ株式会社は平成23年６月30日の株式取得に伴い当連結会計年度

より連結子会社となりました。なお、連結決算日と当該連結子会社の第２四半期会計期間

末との差異が３か月を超えておりませんので、連結決算日をもって連結手続きを行ってお

ります。従って、当連結会計年度は貸借対照表のみを連結しております。 

 (2) 主要な非連結子会社名 

   エイチ・エム有限会社 

   アイアセット株式会社 

   エーピー・インベストメンツ株式会社 

  （連結の範囲から除いた理由） 

   非連結子会社３社は小規模であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見       

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため連結の範囲から除いております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社 

   該当事項はありません。 

 (2) 持分法適用の非連結子会社 

   該当事項はありません。 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち、主要な会社等の名称 

エイチ・エム有限会社 

   アイアセット株式会社 

   エーピー・インベストメンツ株式会社 

   ジェイケイ・アセット・マネジメント株式会社 

   ミルコ・インベスターズ・ワン合同会社 

   合同会社オレンジインベストメント 

   合同会社エムケーロータス 

   合同会社アイリス 

   合同会社エムケーダリア 

   合同会社エムケーオリーブ 

   東梅田ポルタ特定目的会社 

 (持分法を適用しない理由) 

   持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社であるアトラス・パートナーズ株式会社の決算日は、12月31日であります。 

   連結財務諸表の作成にあたっては、６月30日現在の第２四半期財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 
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当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  (イ)有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

  匿名組合出資金の会計処理 

   匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を「投資有価証券」又は

「その他の関係会社有価証券」として計上しております。 

   匿名組合への出資時に「投資有価証券」又は「その他の関係会社有価証券」を計上し、

匿名組合が獲得した純損益の持分相当額については、「売上高」又は「売上原価」に計上

するとともに同額を「投資有価証券」又は「その他の関係会社有価証券」に加減し、営業

者からの出資金の払戻しについては、「投資有価証券」又は「その他の関係会社有価証

券」を減額させております。 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  (イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

   建物（建物附属設備は除く）については定額法、その他については定率法によっており

ます。 

   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建物及び構築物  ：８年～31年 

     その他      ：３年～15年 

  (ロ)無形固定資産（リース資産を除く） 

   ①商標権 

    定額法によっております。 

    なお、耐用年数は10年であります。 

   ②ソフトウエア 

    定額法によっております。 

    なお、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

  (ロ)役員退職慰労引当金 

    一部の子会社については、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。 

 

 
 
 
 
 
 

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

20



当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

 
 (4) のれんの償却方法及び償却期間 
  のれんは、20年間で均等償却しております。 

ただし、当連結会計年度は、貸借対照表のみを連結しており、のれんは翌連結会計年度よ

り償却いたします。 

 

 (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

   また、控除対象外消費税等については、当連結会計年度の負担すべき期間費用として処

理しております。 

 

 
 
 
 (7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

当連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   その他の関係会社有価証券のうち166,414千円については、関連会社の債務に対して担

保に供しております。 

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

    投資有価証券 (株式)            15,500千円 

 
 

(連結損益計算書関係) 

 当連結会計年度（自 平成 22 年９月１日 至 平成 23 年８月 31 日）  

  当連結会計年度は、連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

 

 

(連結包括利益計算書関係) 

 当連結会計年度（自 平成 22 年９月１日 至 平成 23 年８月 31 日）  

  当連結会計年度は、連結包括利益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

 

 

 (連結株主資本等変動計算書関係) 

 当連結会計年度（自 平成 22 年９月１日 至 平成 23 年８月 31 日） 

  当連結会計年度は、連結株主資本等変動計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

  

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 当連結会計年度（自 平成 22 年９月１日 至 平成 23 年８月 31 日） 

当連結会計年度は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、該当事項はありません。 
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(セグメント情報等) 

(1) セグメント情報 

  当連結会計年度（自 平成 22年９月１日 至 平成 23年８月 31日） 

当社グループは、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） 

   当連結会計年度より「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。 

 

 (2) 関連情報 

  当連結会計年度（自 平成 22年９月１日 至 平成 23年８月 31日） 

  ①製品サービスごとの情報 

   当連結会計年度は、連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。 

  ②地域ごとの情報 

   (ｲ)売上高 

    当連結会計年度は、連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。 

   (ﾛ)有形固定資産 

    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  ③主要な顧客ごとの情報 

   当連結会計年度は、連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。 

  
(3) 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

当連結会計年度(自 平成 22 年９月１日 至 平成 23年８月 31日) 

 当社グループの報告セグメントは単一セグメントのため、記載を省略しております。 

 

  (4) 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

当連結会計年度(自 平成 22 年９月１日 至 平成 23年８月 31日) 

当社グループの報告セグメントは単一セグメントのため、記載を省略しております。 

 

(5) 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

当連結会計年度(自 平成 22 年９月１日 至 平成 23年８月 31日) 

該当事項はありません。  
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(１株当たり情報) 

当連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

１株当たり純資産額 30,916円11銭 
 

 
 (注) 当連結会計年度においては、連結損益計算書を作成していないため、１株当た 

り当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については記載 

を省略しております。 
   
 

(重要な後発事象) 

当連結会計年度(自 平成 22 年９月１日 至 平成 23年８月 31日) 

(マーブルホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けについて) 

当社は、平成 23 年 10 月７日開催の取締役会において、公開買付者による当社普通株式及び新

株予約権に対する本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本

公開買付けへの応募を推奨すること、及び新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かに

ついては、新株予約権の保有者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。 

１．公開買付者の概要（平成23年10月７日現在） 

①名称 マーブルホールディングス株式会社 

②所在地  東京都千代田区紀尾井町４番１号 

③代表者の 

役職・氏名 
代表取締役 松田清人 

④事業内容 

①不動産等の資産に対する投資計画の企画、立案およびその実施等 

②有価証券の取得および保有 

③会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する事業 

④前各号に付帯または関連する一切の業務 

⑤資本金 500千円 

⑥設立年月日 平成23年９月20日 

⑦大株主及び 

持分比率 

ユニゾン・キャピタル３号投資事業組合 24.87％ 

Unison Capital III(F),L.P.  31.58％ 

Unison Capital III(A),L.P.  24.03％ 

Unison Capital III(B),L.P.  19.52％ 

⑧当社と公開買付

者との関係  
資本関係 

当社と公開買付者とは資本関係はありませんが、平成23年８月

31日現在、ユニゾン・キャピタル・グループに属する投資ファ

ンドが当社の株式を保有しており、発行済株式総数に対する割

合は、以下の通りです。 

Unison Capital I, L.P. 

（ユニゾン・キャピタル３号投資事業組合と主要出

資者が同一） 

15.20％ 

Unison Capital II, L.P. 

（Unison Capital III(F),L.P. と主要出資者が同

一） 

19.31％ 

Unison Capital Partners III(A) 

（Unison Capital III(A),L.P. の主要出資者） 
14.69％ 

Unison Capital Partners III(B) 

（Unison Capital III(B),L.P. の主要出資者） 
11.93％ 
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⑧当社と公開買付 

者との関係 

人的関係 

公開買付者の代表取締役であり、かつ公開買付者の出資者及び

ユニゾン４ファンドのサブアドバイザーであるユニゾン・キャ

ピタル株式会社（以下「ユニゾン」という。）の取締役（パー

トナー）である松田清人氏は、当社社外取締役であります。 

ユニゾンの取締役（パートナー）である山本修氏は、当社社外

取締役であります。 

ユニゾンの従業員（ディレクター）である大谷直樹氏は、当社 

社外取締役であります。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 
２．当社株券等に対する本公開買付けの概要 

（１）買付け等の期間 

平成 23年 10月 11 日（火曜日）から平成 23 年 11月 24 日（木曜日）まで（31営業日） 

（２）買付け等をする株式の種類 

(1)普通株式 

(2)新株予約権 

① 平成20年11月26日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づき発行された新株予約権（以下、

「第９回新株予約権」という。） 

② 平成22年11月25日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づき発行された新株予約権（以下、

「第10回新株予約権」といい、第９回新株予約権及び第10回新株予約権を総称して「本新株予約

権」という。） 

（３）買付け等の価格 

① 普通株式１株につき、金 35,000円 

② 本新株予約権１個につき、金１円 

（４）買付予定の株券等の数 

① 買付予定数 

157,304株 

② 買付予定数の下限 

108,626株 

公開買付者は、当社がこれまで以上に機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築

するとともに、ひいてはより迅速かつ柔軟な資金調達を可能とするために必要な株式数として、

当社が平成 23 年 7 月 14 日付で提出した第 10 期第３四半期報告書（以下「本四半期報告書」と

いう。）に記載された平成 23 年５月 31 日現在の当社の発行済株式総数（157,304 株）に本新株

予約権（5,635 個）の目的となる当社普通株式の数（5,635 株）を加えた株式数（162,939 株）に、

３分の２を乗じた株式数（108,626株）を買付予定数の下限として設定しております。 
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③ 買付予定数の上限 

設定しておりません。 

④ 基準株式数 

134,830株 

公開買付者は、公開買付者と応募契約を締結している株主以外の当社の株主の皆様の意思を尊

重するため、（ⅰ）公開買付者と応募契約を締結しているユニゾン４ファンド及び加藤一郎太氏

の所有する当社普通株式の合計（112,354 株）並びに（ⅱ）本四半期報告書に記載された平成 23

年５月 31 日現在の発行済株式総数（157,304 株）から、ユニゾン４ファンド及び加藤一郎太氏の

所有する当社普通株式の合計株式数（112,354 株）を控除した株式数（44,950 株）の過半数に相

当する株式数（22,476 株）の合計株式数（134,830 株、株式所有割合 85.71%）を「基準株式数」

と設定しており、本公開買付けによって当社の発行済普通株式の全てを取得できなかった場合で

あって、かつ、基準株式数以上の当社普通株式の応募があった場合には、本公開買付け後に、公

開買付者が当社の発行済株式の全てを取得することとなるように、一連の手続きを行い、当社普

通株式の全てを取得し、当社の完全子会社化を実施する予定であります。 

（５）公開買付開始公告日 

平成 23年 10月 11 日（火曜日）（予定） 

 
 

 

(子会社の吸収合併について) 

 当社は、平成 23 年 10 月７日開催の取締役会において、連結子会社であるアトラス・パートナーズ株

式会社との間で同社との合併に関する基本合意書を締結することを決議いたしました。 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容 

名称 ： 株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

事業の内容 ： アセット・マネージメント事業 

名称 ： アトラス・パートナーズ株式会社 

事業の内容 ： 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 

 

２．企業結合日 

 (1) 合併基本合意書締結   

平成 23年 10月７日 

 (2) 合併の効力発生日 

平成 24年３月～６月（予定） 

  (3) その他 

 本合併に関して、法令に基づき必要となる、両社株主総会等の承認、国内外の関係当局への届出、
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その他の手続の履践を前提としております。 

 

  ３．企業結合の法的形式 

 現行会社法の定めに基づき、当社を吸収合併存続会社とし、アトラス・パートナーズ株式会社を吸収

合併消滅会社とする吸収合併を予定しております。  

 

４．企業結合後の名称 

 当社の商号についての変更は未定であり、決定次第お知らせいたします。 

 

５．取引の目的を含む取引の概要 

 アトラス・パートナーズ株式会社は、当社が発行済株式の 90％を所有する連結子会社であります。当

社と同社は、日本有数の独立系不動産キャピタルマネージメント会社をともに創り上げていくことを目

指し、平成 23 年６月 30 日に資本業務提携契約（以下、「本提携契約」という。）を締結しております。 

その後、両社の個別具体的な業務提携の内容及び最善かつ最適な資本関係について検討を行ってきた

結果、本提携契約に基づく資本業務提携の効果を最大限に発揮するためには、両社の合併（以下、「本

合併」という。）により両社の事業を統合することが最善かつ最適であるとの共通認識を得るに至り、

基本合意書を締結するに至っております。 

 本合併は、我が国の不動産投資市場の現状及び今後の動向を見据え、本合併により両者が単一の法人

となり、両社の事業を統合し、両社の事業基盤、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を創出させ、また効率的運営をすることにより、企業価値を向上させること

を目的としております。 

 

６．その他 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月 26 日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26

日）に定める共通支配下の取引等に該当しております。 
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５.個別財務諸表
(1)貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年８月31日)

当事業年度
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,306,025 1,606,118

売掛金 295,055 83,150

営業貸付金 ※2  890,188 ※2  624,395

前払費用 12,438 15,372

未収収益 58,366 －

未収入金 6,008 54,862

その他 8,089 27,662

貸倒引当金 △709,523 △260,398

流動資産合計 4,866,650 2,151,163

固定資産

有形固定資産

建物 38,593 64,786

工具、器具及び備品 55,373 61,648

減価償却累計額 △38,134 △40,405

有形固定資産合計 55,831 86,028

無形固定資産

商標権 473 388

ソフトウエア 16,874 8,992

無形固定資産合計 17,347 9,380

投資その他の資産

投資有価証券 126,284 812,012

関係会社株式 0 1,289,612

その他の関係会社有価証券 ※1  166,414 ※1  532,077

出資金 28,168 76,290

固定化営業債権 － ※2  126,528

差入敷金保証金 － 65,235

その他 37,507 －

貸倒引当金 － △126,528

投資その他の資産合計 358,375 2,775,229

固定資産合計 431,554 2,870,638

資産合計 5,298,205 5,021,801
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年８月31日)

当事業年度
(平成23年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 10,496 13,041

未払金 18,195 21,168

未払費用 5,000 5,000

未払法人税等 9,754 9,207

預り金 15,566 10,195

前受収益 16,327 16,782

その他 5,647 749

流動負債合計 80,987 76,145

負債合計 80,987 76,145

純資産の部

株主資本

資本金 3,402,288 3,402,288

資本剰余金

資本準備金 1,747,794 1,747,794

資本剰余金合計 1,747,794 1,747,794

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 11,839 △286,854

利益剰余金合計 11,839 △286,854

株主資本合計 5,161,922 4,863,228

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △38 △0

評価・換算差額等合計 △38 △0

新株予約権 55,334 82,428

純資産合計 5,217,218 4,945,656

負債純資産合計 5,298,205 5,021,801
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(2)損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年9月1日
 至 平成22年8月31日)

当事業年度
(自 平成22年9月1日
 至 平成23年8月31日)

売上高 4,642,354 692,627

売上原価 ※2  3,471,561 59,593

売上総利益 1,170,792 633,033

販売費及び一般管理費

役員報酬 74,657 57,873

給料及び手当 300,154 416,011

賞与 28,353 －

法定福利費 － 54,187

支払報酬 38,839 51,877

貸倒引当金繰入額 247,369 53,155

地代家賃 35,208 38,211

減価償却費 13,284 10,876

その他 246,514 279,057

販売費及び一般管理費合計 984,382 961,250

営業利益又は営業損失（△） 186,410 △328,216

営業外収益

受取利息 1,287 797

業務受託料 ※1  770 －

還付加算金 357 －

助成金収入 － 500

未払配当金除斥益 － 741

設備賃貸料 － 663

雑収入 566 1,288

営業外収益合計 2,982 3,989

営業外費用

支払利息 49,305 －

株式交付費 98,374 －

雑損失 644 5

営業外費用合計 148,325 5

経常利益又は経常損失（△） 41,066 △324,231

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 80,917

子会社清算益 26,235 －

特別利益合計 26,235 80,917

特別損失

減損損失 － ※3  34,799

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,049

投資有価証券評価損 34,152 9,810

出資金評価損 17,433 －

その他 77 1,918

特別損失合計 51,662 51,578

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 15,639 △294,893

法人税、住民税及び事業税 3,800 3,800

法人税等合計 3,800 3,800

当期純利益又は当期純損失（△） 11,839 △298,693
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(3)株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年9月1日
 至 平成22年8月31日)

当事業年度
(自 平成22年9月1日
 至 平成23年8月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,143,747 3,402,288

当期変動額

新株の発行 1,258,540 －

当期変動額合計 1,258,540 －

当期末残高 3,402,288 3,402,288

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,424,143 1,747,794

当期変動額

新株の発行 1,250,002 －

資本準備金の取崩 △1,926,350 －

当期変動額合計 △676,348 －

当期末残高 1,747,794 1,747,794

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

資本準備金の取崩 1,926,350 －

欠損填補 △1,926,350 －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 2,424,143 1,747,794

当期変動額

新株の発行 1,250,002 －

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 △1,926,350 －

当期変動額合計 △676,348 －

当期末残高 1,747,794 1,747,794

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,926,350 11,839

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 11,839 △298,693

欠損填補 1,926,350 －

当期変動額合計 1,938,190 △298,693

当期末残高 11,839 △286,854

利益剰余金合計

前期末残高 △1,926,350 11,839

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 11,839 △298,693

欠損填補 1,926,350 －

当期変動額合計 1,938,190 △298,693

当期末残高 11,839 △286,854
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年9月1日
 至 平成22年8月31日)

当事業年度
(自 平成22年9月1日
 至 平成23年8月31日)

株主資本合計

前期末残高 2,641,540 5,161,922

当期変動額

新株の発行 2,508,542 －

当期純利益又は当期純損失（△） 11,839 △298,693

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

当期変動額合計 2,520,381 △298,693

当期末残高 5,161,922 4,863,228

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △36 △38

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1 37

当期変動額合計 △1 37

当期末残高 △38 △0

評価・換算差額等合計

前期末残高 △36 △38

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1 37

当期変動額合計 △1 37

当期末残高 △38 △0

新株予約権

前期末残高 23,643 55,334

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,691 27,094

当期変動額合計 31,691 27,094

当期末残高 55,334 82,428

純資産合計

前期末残高 2,665,146 5,217,218

当期変動額

新株の発行 2,508,542 －

当期純利益又は当期純損失（△） 11,839 △298,693

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,689 27,131

当期変動額合計 2,552,071 △271,561

当期末残高 5,217,218 4,945,656
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(4)キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年9月1日
 至 平成22年8月31日)

当事業年度
(自 平成22年9月1日
 至 平成23年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 15,639 △294,893

減価償却費 21,356 18,843

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） 247,369 △27,761

受取利息及び受取配当金 △1,290 △797

支払利息 49,305 －

株式報酬費用 31,691 27,094

固定資産除却損 － 1,541

株式交付費 98,374 －

投資有価証券評価損益（△は益） 34,152 9,810

匿名組合投資損益（△は益） － △47,031

出資金評価損 17,433 377

子会社清算損益（△は益） △26,235 －

売上債権の増減額（△は増加） △233,121 203,194

営業貸付金の増減額（△は増加） △74,872 △106,812

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） △62,493 2,545

預り敷金の増減額（△は減少） △154,693 －

その他 △53,792 △70,143

小計 3,172,873 △244,184

利息及び配当金の受取額 1,290 797

利息の支払額 △45,356 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,981 1,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,138,788 △241,840

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 △77,720

有形固定資産の売却による収入 105 506

投資有価証券の取得による支出 △100,260 △1,117,144

投資有価証券の売却による収入 33 －

投資有価証券の償還による収入 － 102,885

子会社株式の取得による支出 － △1,289,612

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 －

出資金の回収による収入 2,375 －

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 － △64,718

敷金及び保証金の回収による収入 10,000 36,226

その他 △800 127

投資活動によるキャッシュ・フロー 119,126 △2,457,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,200,000 －

長期借入金の返済による支出 △4,805,000 －

株式の発行による収入 2,416,917 －

配当金の支払額 △291 △114

その他 △6,750 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,195,124 △114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,062,791 △2,699,907

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期末残高 ※  4,306,025 ※  1,606,118
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
 
(6) 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(１)その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

    期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

(１)その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

    同左 

 ②時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

②時価のないもの 

 同左 

 ③匿名組合出資金の会計処理 

  匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「投資有価

証券」又は「その他の関係会社有価証

券」として計上しております。 

  匿名組合への出資時に「投資有価証

券」又は「その他の関係会社有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額については、「売上

高」又は「売上原価」に計上するとと

もに同額を「投資有価証券」又は「そ

の他の関係会社有価証券」に加減し、

営業者からの出資金の払戻しについて

は、「投資有価証券」又は「その他の

関係会社有価証券」を減額させており

ます。 

③匿名組合出資金の会計処理 

  同左 

 (２)子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

 

(２)子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

販売用不動産 

個別法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。 

― 

 

 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(１)有形固定資産(リース資産を除く) 

建物（建物附属設備は除く）につい

ては定額法、その他については定率法

によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物       ：15年～31年 

 工具、器具及び備品：４年～15年 

(１)有形固定資産(リース資産を除く) 

建物（建物附属設備は除く）につい

ては定額法、その他については定率法

によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物       ：８年～31年 

 工具、器具及び備品：４年～15年 

  (２)無形固定資産(リース資産を除く) 

 ①商標権 

定額法によっております。 

なお、耐用年数は10年であります。 

 

 (２)無形固定資産(リース資産を除く) 

①商標権 

 同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

 ②ソフトウエア 

  定額法によっております。 

 なお、自社利用目的のソフトウエア

については、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

 

②ソフトウエア 

 同左 

４ 繰延資産の処理方法  株式交付費 

   支出時に全額費用処理しておりま

す。 

― 

  

   

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

 

貸倒引当金 

同左 

６ キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

 同左 

７ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

 また、控除対象外消費税等について

は、当事業年度の負担すべき期間費用

として処理しております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 
 
(7) 会計方針の変更 

前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

―  (資産除去債務に関する会計基準等) 

 当事業年度より、「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。なお、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、税引前当期純損失は6,614

千円増加しております。 
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(8) 表示方法の変更 

前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

（貸借対照表関係） 

 前事業年度において流動資産の「その他」に含め

ておりました「未収収益」は、当事業年度において

資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記してお

ります。なお、前事業年度の「その他」に含めてお

りました「未収収益」の金額は、45,284千円であり

ます。 

（貸借対照表関係） 

(1) 前事業年度において区分掲記しておりました「未

収収益」は資産の総額の100分の1以下となったた

め、一括掲記することと致しました。なお、当事業

年度は流動資産の「その他」に18,966千円を含めて

おります。 

 

(2) 前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「差入敷金保証金」は、

当事業年度において資産の総額の100分の1を超えた

ため区分掲記しております。なお、前事業年度の投

資その他の資産の「その他」に含まれている「差入

敷金保証金」の金額は、37,507千円であります。 

 

（損益計算書関係） 

(1) 前事業年度において区分掲記しておりました「広

告宣伝費」、「租税公課」及び「支払手数料」は金

額的重要性が低下したため、一括掲記することと致

しました。なお、当事業年度は販売費及び一般管理

費の「その他」にそれぞれ17,098千円、22,474千円

及び16,202千円を含めております。 

 

 

(2) 前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「業務受託料」及び「還付加算

金」は、当事業年度において営業外収益の総額の100

分の10を超えたために区分掲記しております。な

お、前事業年度の営業外収益の「雑収入」に含まれ

ている「業務受託料」の金額は3,055千円、「還付加

算金」の金額は329千円であります。 

 

(3) 前事業年度において区分掲記しておりました「固

定資産売却損」は、当事業年度において特別損失の

総額の100分の10以下となったため、一括掲記するこ

とと致しました。なお、当事業年度は特別損失の

「その他」に77千円を含めております。 

（損益計算書関係） 

(1) 前事業年度において販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めて表示しておりました「法定福利費」

は、当事業年度において販売費及び一般管理費の合

計額の100分の5を超えたため区分掲記しておりま

す。なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の

「その他」に含まれている「法定福利費」の金額

は、42,839千円であります。 

 

(2) 前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「設備賃貸料」は、当事業年度

において営業外収益の総額の100分の10を超えたため

区分掲記しております。なお、前事業年度の営業外

収益の「雑収入」に含まれている「設備賃貸料」の

金額は130千円であります。 

 

 

(3) 前事業年度において区分掲記しておりました「業

務受託料」及び「還付加算金」は、当事業年度にお

いて営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、一括掲記することと致しました。なお、当事業

年度の営業外収益の「その他」に含まれている「業

務受託料」の金額は398千円、「還付加算金」の金額

は14千円であります。 

 

(4) 前事業年度において区分掲記しておりました「出

資金評価損」は、当事業年度において特別損失の総

額の100分の10以下となったため、一括掲記すること

と致しました。なお、当事業年度の特別損失の「そ

の他」に含まれている「出資金評価損」の金額は377

千円であります。 
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(9) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 
前事業年度 

(平成22年８月31日) 
当事業年度 

(平成23年８月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

     その他の関係会社有価証券のうち166,414千円につ  

    いては、関連会社の債務に対して担保に供しており 

    ます。 

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

     その他の関係会社有価証券のうち166,414千円につ  

    いては、関連会社の債務に対して担保に供しており 

    ます。 

※２ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 

  関係会社に対するものは次のとおりであります。 

    営業貸付金 356,486千円 

 
 

※２ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 

  関係会社に対するものは次のとおりであります。 

    営業貸付金 
    固定化営業債権 

202,015千円 
126,528千円 

     

３ 偶発債務 

当社は、アセット・マネージメント契約を締結して

いる一部の匿名組合営業者が金融機関（以下「貸付

金」という）からノンリコース・ローンの調達を行う

ことに関連し、スポンサーとして、貸付人との間に損

害担保契約を締結しております。 

当該損害担保契約において、責任財産である投資対

象不動産が、環境に関する法令又は危険物規制に関す

る法令に違反していることが判明した場合には、当社

に詐欺行為や故意・重過失による不法行為がなくと

も、貸付人が被った損害を当社が補償する条項が定め

られております。 

当該条項により発生した補償義務については別途匿

名組合出資者等との合意により負担比率が定められて

おり、当社の補償額の上限は、当事業年度末におい

て、265,550千円であります。 

 

３ ― 
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(損益計算書関係) 
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

※１  各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

    業務受託料 770千円 

  

１  ― 

      

      

※２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の 

低下による簿価切下げ額 

    売上原価 27,429千円 

 

３  ― 

 

 

２ ― 

       

 

 

※３ 当社は、以下の資産について減損損失を計上致し 

   ました。    

    用途：内部造作等 

    種類：建物及び器具備品 

    場所：本社（東京都港区） 

    その他：賃借しておりました事務所における内   

        部造作であります。 

 当社の本社移転に関する取締役会決議により、上記

の固定資産については、当初の予定よりも早期に除却

処分することが見込まれるため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額34,799千円を減損損失と

して計上しております。なお、回収可能価額は使用価

値により算定しており、使用価値は移転までの減価償

却費相当額として算定しております。 
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 (株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成 21年９月１日 至 平成 22年８月 31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

  普通株式（株） 60,670 96,634 ― 157,304 

   （変動事由の概要） 

      増加数の内訳は、次のとおりであります。 

    第三者割当増資による増加    96,154株 
    新株予約権の権利行使による増加   480株 
 
２．新株予約権等に関する事項 

内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 
当事業年度末残高 

(千円) 
前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権 

         ―   ― ― ― ― 55,334 

合計          ―   ― ― ― ― 55,334 

 
 

当事業年度（自 平成 22年９月１日 至 平成 23年８月 31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

  普通株式（株） 157,304 ― ― 157,304 

 
２．新株予約権等に関する事項 

内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 
当事業年度末残高 

(千円) 
前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権 

         ―   ― ― ― ― 82,428 

合計          ―   ― ― ― ― 82,428 

 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目との関係 

    現金及び預金 4,306,025千円 
 
    現金及び現金同等物 4,306,025千円 

  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目との関係 

    現金及び預金 1,606,118千円 
 
    現金及び現金同等物 1,606,118千円 
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(１株当たり情報) 

前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

１株当たり純資産額 32,814円70銭 
 

１株当たり純資産額 30,916円11銭 
 

１株当たり当期純利益 118円33銭 
 

１株当たり当期純損失(△) △1,898円83銭 
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                 118円16銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失であるため記載

しておりません。 

  
 

  
(注) １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

金額の算定上の基礎 

 
前事業年度 

(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

１株当たり当期純利益金額 
又は当期純損失金額 

  

 当期純利益又は当期純損失
(△)（千円） 

11,839 △298,693 

 普通株式に係る当期純利益 
 又は当期純損失(△) 
（千円） 

11,839 △298,693 

 普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― 

 普通株式の期中平均株式数 
（株） 

100,049 157,304 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

  

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数(株) 146 ― 

 （うち新株予約権(株)） 146 ― 
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前事業年度 

(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり当期純
利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要 

新株予約権 

 株主総会の特別決議日 

  ：平成 20年 11月 26日 

 新株予約権の数：3,900個 

 新株予約権の目的となる株式の種類 

  ：普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数 

  ：3,900株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  ：43,550円 

 新株予約権の行使期間 

  ：平成 22年 12月 １日から 

   平成 25年 11月 30日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新株予約権 

１.株主総会の特別決議日 

  ：平成 20年 11月 26日 

 新株予約権の数：3,900個 

 新株予約権の目的となる株式の種類 

  ：普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数 

  ：3,900株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  ：43,550円 

 新株予約権の行使期間 

  ：平成 22年 12月 １日から 

   平成 27年 11月 30日まで 

 

２.株主総会の特別決議日 

  ：平成 22年 11月 25日 

 新株予約権の数：1,875個 

 新株予約権の目的となる株式の種類 

  ：普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数 

  ：1,875株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  ：33,900円 

 新株予約権の行使期間 

  ：平成 24年 12月 １日から 

   平成 27年 11月 30日まで 
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(重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日) 

新株予約権の有利発行決議について 

 当社は、平成22年11月25日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づ

き、以下の要領により、当社の取締役(社外取締役並び

に平成20年11月26日開催の当社第７回定時株主総会及

び平成20年12月15日開催の新株予約権発行に関する取

締役会決議に基づき発行された新株予約権の割当を受

けた取締役を除く。以下同じ)あるいは従業員又はその

両方に対し、以下の条件にてストックオプションとし

て新株予約権を発行することを決議しております。 

 

１.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

 当社の取締役あるいは従業員又はその両方に対し、

当社の業績向上に対する意欲を高めるため 

２.新株予約権発行の要領 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

 当社普通株式1,875株を上限とする。 

 ただし、下記(2)により、各新株予約権の目的たる株

式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行す

る新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとす

る。 

(2) 発行する新株予約権の総数 

 1,875個を上限とする。各新株予約権の目的たる株式

の数は１株とする。 

 ただし、当社が当社普通株式につき株式分割又は株

式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式

の数は、次の算式により調整されるものとする。 

 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

 また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、

資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各

新株予約権の目的たる株式の数を調整する必要が生じ

た場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権

の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。 

 なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨て

る。 

(3) 新株予約権の発行価額 

 無償とする。 

 

「４．連結財務諸表 (7) 連結財務諸表に関する注記事

項 （重要な後発事象）」に記載しているため、注記

を省略しております。 
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前事業年度 

(自  平成21年９月１日 
至  平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自  平成22年９月１日 
至  平成23年８月31日) 

(4) 新株予約権行使時に払込みをなすべき金額 

 新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が

成立しない日を除く。）における東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額

とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その価

格が新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合

はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、新株

予約権発行の日の終値とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合

を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後払

込金額 ＝ 調整前払

込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 
 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株
式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ
る。 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 

    

    

 × 
既発行株式数 ＋ 

新規発行    ×１株当たり  

(処分)株式数 払込金額 

１株当たり時価 

 既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、

当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式

の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分す

る自己株式数」に読み替えるものとする。 

 さらに、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、

資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使

価額を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的

な範囲で、行使価額は、適正に調整されるものとする。 

(5) 新株予約権の行使期間 

 平成24年12月１日から平成27年11月30日までとする。 

 ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたると

きはその前営業日を最終日とする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る株式の発行価額及び資本組入額 

 ①発行価額は払込金額とする。 

 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合にお 

  ける増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 

  １項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の 

  １の金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる 

  場合は、その端数を切り上げるものとする。 

 ③本新株予約権の行使により株式を発行する場合にお 

  ける増加する資本準備金の額は、上記②記載の資本 

  金等増加限度額から上記②に定める増加する資本金 

  の額を減じた額とする。 

 

― 
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前事業年度 

(自  平成21年９月１日 
至  平成22年８月31日) 

当事業年度 
(自  平成22年９月１日 
至  平成23年８月31日) 

(7) 新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において、当社及び当社と資本関係のあ

る会社の取締役、監査役、従業員であることを要す

る。 

②本新株予約権者は、以下の期間毎に、割当てられた

本新株予約権の全部または一部を行使できるものとす

る。その計算にあたっては、１株未満の端数は切り捨

てるものとする。 

(イ) 平成24年12月１日から平成25年11月30日までは、

割当てられた本新株予約権の目的たる株式数の10分の3

について行使することができるものとする。 

(ロ) 平成25年12月１日から平成26年11月30日までは、

割当てられた本新株予約権の目的たる株式数の10分の3

について行使することができるものとする。 

(ハ) 平成26年12月１日から平成27年11月30日までは、

割当てられた本新株予約権の目的たる株式数のすべて

について行使することができるものとする。 

③本新株予約権者は、新株予約権割当後、権利行使ま

でに禁固刑以上の刑に処されていないことを要する。 

④本新株予約権者が死亡した場合は、その者の相続人

がこれを行使できるものとする。 

⑤その他の条件については本総会決議および本取締役

会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結

する契約に定めることによる。 

(8) 新株予約権の譲渡制限 

 当社取締役会の承認を要する。 

(9) 本新株予約権の公正価額の算定方法 

 割当日における諸条件をもとにブラック・ショール

ズ・モデルを用いて算定する。 

(10)その他の条件は、本総会後に開催される取締役会

決議により定める。 

 

― 

 

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

43



６．その他 

（１） 役員の異動 

  決定次第ご報告致します。 

 

（２） 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 

当事業年度における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業部門 販売高（千円）  前年同期比（％） 

アセット・マネージメント事業 690,920 2.0 

アセット・インキュベーション事業 ― △100.0 

その他の事業 1,706 △87.2 

合計 692,627 △85.1 

 (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 
前事業年度 当事業年度 

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 － － 85,000 12.3 

株式会社ＨＴＫソリューション 1,425,698 30.7 － － 

株式会社夢現 1,345,627 29.0 － － 

株式会社弘進 984,257 21.2 － － 

(注) 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(注) 3 当事業年度の株式会社ＨＴＫソリューション、株式会社夢現及び株式会社弘進の販売高について 

は、実績がないため記載をしておりません。また、前事業年度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。 
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