
 
 

   平成 18 年６月 23 日 

 

各      位 

 
会 社 名  シグマ・ゲイン株式会社 

代表者名  代表取締役社長 岩本 信徹 

（コード 8192 大証第二部） 

問合せ先  経営企画室長 山口 一成  

（TEL．03－5775－7500） 

 

国際投資事業の経過に関するお知らせ 

 
 平成 18 年５月 19 日付「国際投資事業の開始に関するお知らせ」の中で開示させていただいた同事

業の第一号案件である「中国のマカオ市内のウォーターフロントに位置する高級高層コンドミニアム

の開発投資」の経過について、お知らせいたします。 

 
記 

１  建設予定の高級高層コンドミニアムの概要 

当社はマカオ市内のウォーターフロント地区に高級高層コンドミニアムの開発事業に投資しており

ます。 

なお、予定している開発投資の概要は以下のとおりであります。 

 

(1) 土地 

  マカオ市内の南湾湖に面した土地：3,900 ㎡（1180 坪換算） 

  （Baia de Praia Grande, Macau 区画 9） 

  

(2) 建物 

   マカオ市内のランドマークを標榜できる高級高層コンドミニアム 

   （地上 54 階地下 3階建て 住居用物件 高さ 190ｍ） 

  

(3) 建物利用内容 

   地下 3階から  5 階 パーキング予定 

      6 階から 7 階 クラブハウス予定 

      8 階から 54 階 レジデンス予定 



 
 

  

(4) 戸数 

  戸数：256 戸 ３LDK～４LDK 

 

 完成予定時期 

 平成 21 年 11 月期 第３四半期を予定 

 

２  今後の見通し 

コンドミニアムの完成は、平成 21 年 11 月期の第３四半期で予定しておりますが、マカオの不動

産市況を取り巻く内外の環境変化等を勘案して、完成前であっても同投資の回収を図ることも想定

しております。 

しかし、現時点においてそのような意思決定は行っておらず、同投資の収益計上時期及び金額が

不明確なため、当該収益は 2006年 11月期業績予想に反映させておりません。 

同投資に関する具体的な回収予定時期及び回収方法が個々に確定し、当社の業績予想の修正が必

要となる場合には、速やかに開示させていただく予定であります。 

 

 なお、詳細については近日中に、弊社ホームページ（http://www.sigmagain.com/top.html）にリス

トアップされますので、ご参照ください。 

 また、今後の同事業の進捗状況及び変更等は弊社ホームページにて逐次、開示させていただく予定

です。 
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Above article is available in English below. 

 

June 23, 2006 

 

To whom it may concern 

 
Company: Sigma Gain Co., Ltd. 

Representative: President and Representative 

 Director  

               Shintetsu Iwamoto 

(Code No. 8192 OSE 2nd Section) 

Inquiries: Kazunari Yamaguchi, General 

Manager of Corporate Planning Department 
(TEL. +81-3-5775-7500) 

 
Notice Regarding Progress of International Investment 

 
 As previously announced in "Notice Regarding the Launch of International Investment Business" issued 

on May 19, 2006, we hereby give notice of the progress of our first deal, "development investment in a 

luxury high-rise condominium located on the waterfront in Macau, China." 

 

３  Overview of the Scheduled Luxury High-rise Condominium 

Sigma Gain Co., Ltd. is investing in a development program to build a luxury high-rise condominium in 

the waterfront area of Macau city. 

The details of the scheduled development investment are as follows: 

 

(1) Land 

  3,900 m2 land in Macau city facing Nam Van Lake (42,000 sq ft) 

  (Baia de Praia Grande, Macau 9) 

  

(2) Building 

   A luxury high-rise condominium will be recognized as landmark in Macau. 

   (Residential building with 54-stories aboveground and a 3-story underground.  Height: 190m) 

  

(3) Usage details 



 
 

   From 3rd basement level to 5th floor: Parking (scheduled) 

   From 6th floor to 7th floor:  Club House (scheduled) 

   From 8th floor to 54th floor:  Residence (scheduled) 

 

(4) Number of units 

  Units: 256  3LDK to 4LDK 

 

 Date of completion 

 3rd quarter of the year ending November 2009 (scheduled) 

 

４  Future Outlook 

The completion of this condominium is scheduled for the 3rd quarter ending November 2009.  

However, it is assumed that investment may be collected even before the completion considering 

environmental changes, etc., in both inside and outside the surrounding real estate market in Macau. 

However, such decisions about the above have not been concluded at this point; furthermore, 

accounting figures and amount of profit from this investment is uncertain.  Figures for profits from this 

investment are not calculated in our business performance forecast for the year ending November 2006. 

We are planning to disclose information promptly in the case that our business performance forecast 

needs to be revised once the schedule and method of collection for this investment are determined. 

 

The detail information will be listed at our website (http://www.sigmagain.com/top.html) shortly. 

   

 The status of progress and changes for this project will be updated on our website. 
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