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平成 23 年 10 月７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 － 5775 － 2478 ） 

 

 

連結子会社との合併に関する基本合意書締結及び中期経営計画ローリングのお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、当社連結子会社であるアトラス・パートナーズ株式会

社（以下、「ＡＰＪ」といいます。）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、及び平成22

年10月８日発表の中期経営計画（平成23年８月期～平成27年８月期）のローリングを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 

 

Ⅰ．連結子会社の合併に関する基本合意書の締結について 

１．合併の目的 

 ＡＰＪ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ＡＰＪ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」といいます。）を締結いたしました。 

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」といいます。）

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(以下、「本合意

書」といいます。)を締結することといたしました。 

 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、本合併により両社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。 

 

 

２．本合併の概要 

(1)合併の日程 

  合併基本合意書締結  平成 23 年 10 月７日   

  合併の効力発生日   平成 24 年３月～６月（予定） 

                但し、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、その他の手続きの履践等を前提としております。 

 

(2)合併方式 

  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、ＡＰＪ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。 
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(3)合併の対価 

  ＡＰＪの株主に対し、その所有するＡＰＪ株式に代えて当社が交付する対価の種類および数額等は、当社及

びＡＰＪの企業価値評価を含めた外部専門家の評価、助言、対価の種類についての当社以外のＡＰＪ株主の意

向等を勘案し、今後、関係当事者間で協議の上決定することを予定しております。 

 

(4)新株予約権等に関する取扱い 

  ＡＰＪは、本合意書締結時点において新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行していないことを当

社に対し表明し保証するものとしております。 

 

(5)統合委員会の設置 

  本合併に向けた準備作業を円滑に推進すべく、本合意書締結後速やかに「統合委員会」を設置します。 

アセットマネジメント業務、ファンドマネジメント業務、各フロント業務、企画、リスク管理、人事、財務、

システム、コンプライアンス、内部監査等の個別の統合準備作業については、別途統合委員会委員を選任の上、

同委員の主導により統合委員会の下に分科会を設置し、推進します。 

 

３．合併当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

(1) 名称 株式会社エムケーキャピタルマネージメント アトラス・パートナーズ株式会社 

(2) 所在地 東京都港区北青山三丁目５番 12 号 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 加藤 一郎太 代表取締役 平井 幹久 

(4) 事業内容 アセット・マネージメント事業 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 3,402 百万円 87 百万円 

(6) 設立年月日 平成 13 年９月 10 日 平成 15 年 11 月 20 日 

(7) 発行済株式数 157,304 株 2,010 株 

(8) 決算期 ８月 31 日 12 月 31 日 

(9) 従業員数 （単体）53 人 （単体）36 人 

(10) 主要取引先 合同会社六甲リアルティ 有限会社メトロキャピタル 

合同会社ファルコンキャピタル 

(11) 主要取引銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社三井住友銀行 

(12) 大株主及び持株比率 Unison Capital I, L.P. 15.20％ 株式会社エムケーキャピタルマネージメント 90.0％

 Unison Capital II,L.P. 19.31％ 平井 幹久 10.0％

 Unison Capital Partners III(A) 14.69％   

 Unison Capital Partners III(B) 11.93％   

 加藤 一郎太 10.30％   

(13)  当事会社間の関係   

 資本関係 当社はＡＰＪの発行済株式の 90％を所有しており、当社の連結子会社に該当します。 

 人的関係 当社の社外取締役である松田清人氏、山本修氏及び大谷直樹氏は、ＡＰＪの社外取締役を兼務してお

ります。 

 取引関係 当社とＡＰＪ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Ａ

ＰＪ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。 

なお、平成 23 年６月 30 日付で、当社はＡＰＪの代表者である平井幹久氏及び前役員から当該会社の

株式を取得しております。 
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 関連当事者への 

該当状況 

ＡＰＪは当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。 

(14) 最近３年間の経営成績及び財政状態（個別）  

 株式会社エムケーキャピタルマネージメント アトラス・パートナーズ株式会社 

平成 21年 8月期 平成 22年 8月期 平成 23年 8月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

純資産 2,665 5,217 4,945 429 636 839

総資産 6,587 5,298 5,021 583 957 960

１株当たり純資産（円） 43,538.87 32,814.70 30,916.11 213,480.56 316,602.96 417,617.98

売上高 1,892 4,642 692 923 1,319 1,176

営業利益 △5,004 186 △328 157 324 294

経常利益 △5,075 41 △324 162 356 286

当期純利益 △6,209 11 △298 112 207 203

１株当たり当期純利益（円） △102,712.94 118.33 △1,898.83 56,118.54 103,122.40 101,015.02

１株当たり配当金（円） 0 0 0 0 0 0

期末ＡＵＭ（億円） 766 1,395 1,480 1,272 1,608 1,598

（注 1）特記事項以外は、当社に関する数値は平成 23 年８月 31 日現在の数値、ＡＰＪに関する数値は平成 23 年６月 30

日現在の数値を記載しております。 

（注 2）単位：百万円。 

 

４．合併後の当社の状況 

(1)商号 

 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。 

 

(2)代表者 

本合併後の当社の代表者は株主総会の承認等必要な手続の履践を前提として、以下のとおりとなる予定です。

詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。 

代表取締役（CEO） 加藤 一郎太  （現 当社代表取締役兼社長執行役員） 

代表取締役（COO） 平井 幹久    （現 ＡＰＪ代表取締役社長） 

 

(3)本店所在地 

 東京都港区北青山三丁目５番 12 号 

 

(4)事業内容 

変更はありません。 

 

(5)決算期 

 ８月 31 日 

 

(6)資本金 

 決定次第お知らせいたします。 

 

(7)純資産 

 決定次第お知らせいたします。 

 

(8)総資産 
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 決定次第お知らせいたします。 

 

５．業績に与える影響 

 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、本日別途当社が公表した平成 23 年８月期決算短信においては、平成 24 年８月期の連結業績予想を開示

しておりますが、本合併後は、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、上記平成 23 年８月期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。 
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Ⅱ．中期経営計画ローリングについて 

１．ローリングの背景 

当社は平成 22 年２月 26 日に中期経営計画（平成 23 年８月期～平成 27 年８月期）を発表しており、当該中期

経営計画についてはローリングで毎年見直し、進捗状況、修正内容について毎年開示する旨お知らせしておりま

す。そのため、本日「平成 23 年８月期決算短信」を発表したことに伴い、現在の経営環境等も踏まえて、年度

のローリング及び全体の見直しを行うものであります。 

 

 

２．ローリングの概要 

（１）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」となることを目指す 

我が国の不動産投資市場は今後も国内外の投資資金が流入を続けることが予想され、一層多様化してい

く投資家ニーズに応え得る質と規模を有する、国際性豊かな不動産キャピタルマネージメント会社が求め

られているため、これに応えていくことを目指します。 

 

 （２）ＡＵＭ拡大計画を前倒しし、ＡＵＭ5,000 億円の早期実現を目指す 

前記（１）を実現するため、ＡＵＭ拡大ペースをさらに速め、定量的目標としてＡＵＭ5,000 億円の早期

実現を目指します。 

これは、現在のマーケット環境において、ＡＵＭ5,000 億円が国内の独立系不動産ＡＭ会社上位としての

一つのベンチマークであるという外的要因に加え、当期末でグループＡＵＭが約 3,000 億円にまで拡大し

てきており、飛躍的に業界内プレゼンスが高まりつつあり、ディール・ソースの質量ともに増大している

という内的要因を考慮し、ＡＵＭ拡大計画を前倒しいたします。 

 

 （３）売上高及び利益目標の下方修正 

ＡＵＭ拡大ペースが速まっている一方で、以下のような理由により、ＡＭフィー料率及び収益性に対す

る抑制要因が強いため、売上高及び利益目標を下方修正いたします（平成 27 年８月期売上高・経常利益：

ローリング前＝60 億円・40 億円、ローリング後＝52 億円・25 億円）。 

 

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、オポチュニス

ティック系投資家との取組案件において、運営期間中のフィーを抑え、成果報酬型フィー体系とす

ることが好まれる傾向が強い。 

②  現在のマーケット状況から、引続きＡＭリプレイス及びデット・リストラクチャリング型案件が多

いと予想されるが、これらの案件受託については、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。 
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３．アクション・プラン 

前記「２．ローリングの概要」を踏まえ、以下のアクション・プランに取り組んでまいります。 

 

（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案件の獲得を

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

む傾向にあります。このため、コア系投資家からのＡＵＭ獲得により、運用業務効率の向上も期待できま

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、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、本日開

示をいたしておりますＡＰＪとの合併に当っては、既存の会社組織や部門構成に捕らわれることなく、事

業領域やスキルの補完といった機能補完効果（シナジー効果）を実現するための最適な組織人事体制を構

築するとともに、更なる業務効率化による、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、収益性の向上を図ってまいります。 
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４．中期経営計画ローリング数値 

 

【①修正前の目標数値】 

 
平成 22 年 

8 月期実績 

平成 23 年 

8 月期計画 

平成 24 年 

8 月期計画 

平成 25 年 

8 月期計画 

平成 26 年 

8 月期計画 

平成 27 年 

8 月期計画 

売上高 
（※1） 

46.4 億円 

（※1）

6.3 億円
26 億円 31 億円 54 億円 60 億円

経常利益 
（※1） 

0.4 億円 

（※1）

△3.9 億円
10 億円 12 億円 35 億円 40 億円

期末ＡＵＭ 14 百億円 19 百億円 39 百億円 45 百億円 52 百億円 61 百億円

  

【②今回修正値】 

 
平成 22 年 

8 月期実績 

平成 23 年 

8 月期実績 

平成 24 年 

8 月期計画 

平成 25 年 

8 月期計画 

平成 26 年 

8 月期計画 

平成 27 年 

8 月期計画 

売上高  
（※1）

6.9 億円
25 億円 34 億円 43 億円 52 億円

経常利益  
（※1）

△3.2 億円
3億円 9億円 18 億円 25 億円

期末ＡＵＭ  
（※2）

29 百億円
44 百億円 49 百億円 59 百億円 63 百億円

  

【差額（②－①）】 

 
平成 22 年 

8 月期実績 

平成 23 年 

8 月期予実差異

平成 24 年 

8 月期計画 

平成 25 年 

8 月期計画 

平成 26 年 

8 月期計画 

平成 27 年 

8 月期計画 

売上高  ＋0.6 億円 △1億円 ＋3億円 △11 億円 △8億円

経常利益  ＋0.7 億円 △7億円 △3億円 △17 億円 △15 億円

期末ＡＵＭ  ＋10 百億円 ＋5百億円 ＋4百億円 ＋7百億円 ＋2百億円

  

（注 1）表示単位未満は四捨五入しております。 

（注 2）上記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。 

（注 3）平成 24 年８月期以降の数値につきましてはＡＰＪとの合併後の数値であります。 

 

（※1）平成 22 年８月期実績及び平成 23 年８月期実績につきましては、小数点第二位を四捨五入しておりま

す。 

（※2）ＡＰＪのＡＵＭを含んでおります。 

 

 

以上 


