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会計監査人および監査等委員会の

監査結果について

■会計監査人の監査報告書

■監査等委員会の監査報告書



第71期

（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

事業報告、連結計算書類及び計算書類のご報告



あかつき本社
（持株会社／投融資）
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不動産関連事業証券関連事業

当事業年度の事業の状況



当事業年度の事業の状況

証券関連事業

• 金融商品仲介ビジネス（IFAビジネス）の拡大

• 金融機関とのアライアンスの推進

• AI・フィンテックを活用したアドバイス力の強化

証券関連事業

• 金融商品仲介ビジネス（IFAビジネス）の拡大

• 金融機関とのアライアンスの推進

• AI・フィンテックを活用したアドバイス力の強化

51
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124
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＜証券関連事業の営業収益＞

2020/3 2021/3
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当事業年度の事業の状況

不動産関連事業（中古マンションの買取再販）

• 販売戸数は堅調な需要のもと好調

• 仕入戸数は前年比で減少

• 継続して在庫リスクマネジメントの強化に努める

不動産関連事業（中古マンションの買取再販）

• 販売戸数は堅調な需要のもと好調

• 仕入戸数は前年比で減少

• 継続して在庫リスクマネジメントの強化に努める



当事業年度の事業の状況

アシステッドリビング浦賀 アシステッドリビング湘南佐島

ナーシングホームはなぞの
（仮称・開発中）

アシステッドリビング川越

ホスピタルメント西宮甲東園
（仮称・開発中）

不動産関連事業（ヘルスケア）

• 熊本市で開発用地を取得（2022年4月竣工予定）

• 物件の売却実績は無し

不動産関連事業（ヘルスケア）

• 熊本市で開発用地を取得（2022年4月竣工予定）

• 物件の売却実績は無し

イリーゼ神戸青木

サンライズ・ヴィラ西葛西



当事業年度の事業の状況

営業収益営業収益
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当事業年度の事業の状況

親会社株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益
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資金調達の状況等

・主な資金調達の状況

・重要な企業再編等の状況

・直前3事業年度の財産及び損益の状況

・重要な親会社及び子会社の状況

・主な資金調達の状況

・重要な企業再編等の状況

・直前3事業年度の財産及び損益の状況

・重要な親会社及び子会社の状況



対処すべき課題

あかつき証券
• 金融商品仲介ビジネスの拡大や金融機関との提携などによる営業

チャネルの拡大

• AIやフィンテックを活用したアドバイス力の強化

EWアセットマネジメント
• １号ファンド保有物件の売却と新たなファンドの組成着手の検討

マイトランク
• 社内体制の強化と、トランクルームの稼働率の向上

マイプレイス
• 空室・賃貸中物件の取得

• 物件取得資金の調達における財務バランスの最適化



その他の企業集団の現況

・主要な事業内容

・主要な営業所

・使用人の状況

・主要な借入先の状況

・その他企業集団の現況に関する重要な事項

・主要な事業内容

・主要な営業所

・使用人の状況

・主要な借入先の状況

・その他企業集団の現況に関する重要な事項



会社の現況

・株式の状況

・新株予約権等の状況

・会社役員の状況

・会計監査人の状況

・株式の状況

・新株予約権等の状況

・会社役員の状況

・会計監査人の状況



会社の現況

・業務の適正を確保するための体制・運用状況

・会社の支配に関する基本方針

・業務の適正を確保するための体制・運用状況

・会社の支配に関する基本方針



・剰余金の配当等の決定に関する方針・剰余金の配当等の決定に関する方針

会社の現況

2019.3期 2020.3期 2021.3期

1株当たり
年間配当金（円）

18.0円 20.0円 18.0円

純資産配当率
（連結）（DOE） 4.0％ 4.8％ 4.1％

自己資本利益率
（連結）（ROE） 8.9％ 11.0％ 10.5％



連結貸借対照表 （単位：百万円）

流動資産 55,551

固定資産 6,109

流動資産 55,551

固定資産 6,109

流動負債 37,248

固定負債 10,596

（負債合計 47,868）

流動負債 37,248

固定負債 10,596

（負債合計 47,868）

株主資本 13,768

（純資産合計 13,792）

株主資本 13,768

（純資産合計 13,792）

資産合計 61,660資産合計 61,660 負債・純資産合計 61,660 負債・純資産合計 61,660 

資産の部
負債の部

純資産の部



連結損益計算書 （単位：百万円）

営業収益 39,090営業収益 39,090

経常利益 2,218経常利益 2,218

営業利益 2,590営業利益 2,590

親会社株主に帰属する

当期純利益 1,430

親会社株主に帰属する

当期純利益 1,430



決 議 事 項



決議事項

第１号議案

剰余金の処分の件

第１号議案

剰余金の処分の件



決議事項

第２号議案

監査等委員でない
取締役８名選任の件

第２号議案

監査等委員でない
取締役８名選任の件



決議事項

第３号議案

監査等委員である
取締役１名選任の件

第３号議案

監査等委員である
取締役１名選任の件



質 疑 応 答



議 案 採 決



閉 会



株式会社あかつき本社

第７１回定時株主総会

2021年6月28日



免責事項

• 本資料は、第71回定時株主総会におけるご当社の事業報告及び計算書類に関する説明を目的とし

たものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。実際の投資に際しては、ご自身の判断

と責任において投資判断を行って頂きますようお願い致します。

また、業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されて

いますが、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。本資料は、投資家の皆様が

いかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前

提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

• 本資料には、当社および連結子会社の戦略や業績見通しなど将来に関する記述が含まれております。

これらの将来に関する記述は、作成時点において入手可能な情報に基づいており、様々なリスクや不

確実性が内在しています。従って、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

ことをご承知おき下さい。


