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1.  平成24年8月期第1四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成23年11月30日） 

（注）23年8月期第1四半期は個別として開示しているため、記載しておりません。また、24年8月期第1四半期の対前年同四半期増減率についても記載しており
ません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年8月期第1四半期 550 ― 40 ― 42 ― 76 ―
23年8月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年8月期第1四半期 81百万円 （―％） 23年8月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

24年8月期第1四半期 484.83 ―
23年8月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第1四半期 5,257 5,023 94.0
23年8月期 5,274 5,024 92.2
（参考） 自己資本   24年8月期第1四半期  4,939百万円 23年8月期  4,863百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年8月期 ―
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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
※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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、平成24年8月期第1四半期決算短信（添付資料）3ページ「1.当
四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期1Q 157,304 株 23年8月期 157,304 株
② 期末自己株式数 24年8月期1Q ― 株 23年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期1Q 157,304 株 23年8月期1Q 157,304 株



○添付資料の目次 

 

１. 当四半期決算に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

２. サマリー情報（その他）に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ・・・・・・・・・・ 4 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・・・・・・・・ 4 

(3) 会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・・・・・・・ 4 

３. 四半期連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

(1) 四半期連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書・・・・・・・・・・ 6 

  四半期連結損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

  四半期連結包括利益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

(3) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

(4) セグメント情報等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・・・・・・・・ 8 

４. 補足情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

(1) 生産、受注及び販売の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

 

 

（株） エムケーキャピタルマネージメント （2478）　平成24年8月期 第1四半期決算短信

1



１．当四半期決算に関する定性的情報 
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結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依然とし

て厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直しております。先行きについては、サプライチ

ェーンの立て直しや各種の政策効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待さ

れる一方で、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、欧州の政府債務危機などを背景と

した海外景気の下振れや為替レート・株価の変動、タイの洪水の影響等によっては、景気が

下振れするリスクが存在しております。 

 当社グループが属する不動産投資業界においては、景気の先行きへの懸念感が強いことな

どにより、賃料水準、空室率ともに依然本格的な回復には至っておらず、マーケットは緩慢

な動きが続いております。一方で、J-REIT による物件取得が相次いでおり、安定的に収益

を上げる物件には投資家の資金が流入しております。 

 このような状況のもと、当社グループは新規受託による受託資産残高（以下「ＡＵＭ」と

いいます。）の拡大と、既存受託資産についてリーシング活動等を中心としたバリュー・ア

ップに努めてまいりました。この結果、当第１四半期連結会計期間末のＡＵＭは 2,973 億円

（前期末比 25億円、0.9％増）となっております。当第１四半期連結会計期間からアトラス・

パートナーズ株式会社の業績が連結対象となっているほか、前期において受託した案件に係

る収益が寄与し始めております。 

財務面については、自己資本比率 94.0％と、引続き高い健全性を維持しております。 

なお、マーブルホールディングス株式会社（以下「マーブル社」といいます。）が、平成

23 年 10 月 11 日から平成 23 年 11 月 24 日までを公開買付期間として、当社普通株式及び本

新株予約権（*1）に対する公開買付けを実施し、その結果、当社普通株式 150,483 株（議決

権所有割合 95.66％）及び本新株予約権０個の応募がなされております。したがって、マー

ブル社が当社の完全子会社化を実施するに当たっての基準株式数として設定していた

134,830 株以上の応募があったため、マーブル社は今後、当社を完全子会社化するための一

連の手続を行う予定です。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

場しておりますが、かかる完全子会社化手続が実施された場合、東京証券取引所の上場廃止

基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、当社の普通株式が上場廃止とな

った場合、当社の普通株式を東京証券取引所において取引することはできません。 

また、発行済みの全ての本新株予約権について、本新株予約権の全保有者から放棄の申出

を受け、本新株予約権の全てが失効したため、当第１四半期連結累計期間において特別利益

を計上しております。 

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 550,742千円、営業利益 40,507   

千円、経常利益 42,411千円、四半期純利益 76,266千円という結果となりました。 

当社は前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しており、前第１四半期累計期間につい
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ては連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比較に関しては記

載しておりません。 

また、セグメントの業績につきましては、当社グループはアセット・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。   

 

（*1）本新株予約権とは、以下の新株予約権をいいます。 

平成 20年 11月 26 日開催の当社定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権 

平成 22年 11月 25 日開催の当社定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末と比較し 

て 17,440千円減少し、5,257,366千円となりました。主な要因は、現金及び預金 76,448千 

円の減少、営業貸付金 15,301 千円の減少、貸倒引当金（流動資産）83,256千円の減少、投 

資有価証券 61,306 千円の減少及びその他の関係会社有価証券 29,270千円の増加によるもの 

であります。 

負債につきましては、前連結会計年度末と比較して 16,125千円減少し、234,292千円とな   

りました。主な要因は、未払法人税等 14,417 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、前連結会計年度末と比較し 1,314千円減少し、5,023,073 千円と 

なりました。主な要因は、四半期純利益 76,266千円の計上があった一方で、新株予約権が   

82,428千円減少したためであります。 

 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、現時点では平成 23 年 10月７日に公表いたしました業績予想に

変更はありません。 
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２．サマリー情報(その他)に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算については、当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。 

 

(3) 会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３.四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,082,277 2,005,829

売掛金 427,949 419,863

営業貸付金 624,395 609,094

その他 111,211 117,568

貸倒引当金 △268,091 △184,834

流動資産合計 2,977,743 2,967,522

固定資産

有形固定資産 88,252 84,458

無形固定資産

のれん 581,020 573,757

その他 38,562 46,564

無形固定資産合計 619,582 620,322

投資その他の資産

投資有価証券 829,403 768,096

その他の関係会社有価証券 532,077 561,347

その他 411,438 450,264

貸倒引当金 △183,690 △194,645

投資その他の資産合計 1,589,228 1,585,064

固定資産合計 2,297,063 2,289,844

資産合計 5,274,807 5,257,366

負債の部

流動負債

買掛金 66,493 77,064

未払法人税等 49,326 34,909

その他 114,847 101,818

流動負債合計 230,668 213,792

固定負債

役員退職慰労引当金 19,750 20,500

固定負債合計 19,750 20,500

負債合計 250,418 234,292

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 △286,854 △210,588

株主資本合計 4,863,228 4,939,494

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △0 △13

その他の包括利益累計額合計 △0 △13

新株予約権 82,428 －

少数株主持分 78,732 83,592

純資産合計 5,024,388 5,023,073

負債純資産合計 5,274,807 5,257,366
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
 至 平成23年11月30日)

売上高 550,742

売上原価 96,539

売上総利益 454,202

販売費及び一般管理費 413,695

営業利益 40,507

営業外収益

設備賃貸料 719

業務受託料 431

保険返戻金 526

雑収入 227

営業外収益合計 1,904

経常利益 42,411

特別利益

新株予約権戻入益 88,992

特別利益合計 88,992

特別損失

出資金評価損 1,731

特別損失合計 1,731

税金等調整前四半期純利益 129,672

法人税等 48,545

少数株主損益調整前四半期純利益 81,126

少数株主利益 4,860

四半期純利益 76,266
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年９月１日
 至 平成23年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 81,126

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13

その他の包括利益合計 △13

四半期包括利益 81,113

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,253

少数株主に係る四半期包括利益 4,860
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

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。 

 

(5) 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 

                  当社グループは、「３．四半期連結財務諸表 (4)セグメント情報等」に記載のとおり、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、生産、受注及び販売の状況につきましては 

事業部門別に記載しております。 

① 生産実績 

当社グループは、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 

当社グループは、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 

当四半期連結累計期間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 550,742 ― 

合計 550,742 ― 

(注)1  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(注)2  当社は前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しており、前第１四半期累計期間については 

四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比較に関しては記 

載しておりません。 

 

（株） エムケーキャピタルマネージメント （2478）　平成24年8月期 第1四半期決算短信
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