
 
平成１８年１１月期 個別中間財務諸表の概要 平成１８年７月１３日

上場会社名 パシフィックマネジメント株式会社 上場取引所 東

コード番号 ８９０２ 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.pm-c.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　高塚　　優

問合せ先責任者　役職名 経営企画本部担当取締役 氏名　香本　　育良 ＴＥＬ （０３）５２５１－８５２５

決算取締役会開催日 平成１８年７月１３日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成－年－月－日 単元株制度採用の有無 無

１．平成１８年５月中間期の業績（平成１７年１２月１日～平成１８年５月３１日）

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

１８年５月中間期 6,572 (37.3) 4,722 (65.4) 4,946 (80.4)

１７年５月中間期 4,788 (209.6) 2,854 (388.7) 2,741 (367.6)

１７年１１月期 9,138 5,575 5,905

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

１８年５月中間期 2,938 (104.3) 4,691 33

１７年５月中間期 1,438 (418.7) 8,055 90

１７年１１月期 3,397 16,751 42

（注）①期中平均株式数 １８年５月中間期626,320株 １７年５月中間期178,558株 １７年１１月期 190,283株

 ②会計処理の方法の変更 無

 ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2)配当状況  

 
１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

 
 

 円 銭 円 銭

１８年５月中間期 0 00 　　　　――――――

１７年５月中間期 0 00 　　　　――――――

１７年１１月期 　　　　―――――― 2,100 00  

(3)財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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

１８年５月中間期 147,573 27,990 19.0 44,685 09

１７年５月中間期 70,173 10,715 15.3 59,996 76

１７年１１月期 87,703 25,158 28.7 119,503 32

（注）①期末発行済株式数 １８年５月中間期626,394株 １７年５月中間期178,600株 １７年１１月期 208,768株

 ②期末自己株式数 １８年５月中間期－株 １７年５月中間期－株 １７年１１期 －株

２．平成１８年１１月期の業績予想（平成１７年１２月１日～平成１８年１１月３０日）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 11,070  6,093  3,618  1,100 00 1,100 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 5,775円91銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は中間決算短信（連結）の添付資料の15ページを参照して下さい。
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６. 個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年5月31日）

当中間会計期間末
（平成18年5月31日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 6,480 18,352 7,496

２　売掛金 607 490 352

３　販売用不動産 ※4,7 56 265 56

４　前払費用 144 222 173

５　繰延税金資産 244 272 238

６　関係会社短期貸付
金

41,880 83,455 49,720

７　その他 827 2,357 1,509

８　貸倒引当金 △4 △8 △5

流動資産合計 50,237 71.6 105,405 71.4 59,542 67.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 89 84 86

(2）その他 69 85 65

有形固定資産合計 158 0.2 169 0.1 152 0.2

２　無形固定資産 204 0.3 274 0.2 243 0.3

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 4,394 5,028 2,998

(2）関係会社株式  581 1,192 901

(3) その他の関係会
社有価証券

※２ 11,247 23,792 13,628

(4) 長期事業目的有
価証券

※６ 1,153 2,166 1,351

(5）出資金 97 160 130

(6）関係会社出資金 ※２ 14 － 20

(7) 関係会社長期貸
付金

 － 390 390

(8）繰延税金資産 － － 18

(9）差入敷金・保証
金

2,030 8,777 8,264

(10）その他 53 214 61

(11）貸倒引当金 － △0 △0

投資その他の資産
合計

19,573 27.9 41,723 28.3 27,765 31.6

固定資産合計 19,935 28.4 42,168 28.6 28,161 32.1

資産合計 70,173 100.0 147,573 100.0 87,703 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年5月31日）

当中間会計期間末
（平成18年5月31日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 3 52 22

２　短期借入金 ※２ 38,420 52,990 17,485

３　１年以内返済予定
長期借入金

 926 7,737 4,243

４　１年以内償還予定
社債

1,592 1,598 1,744

５　未払金 403 341 306

６　未払費用 194 304 202

７　未払法人税等 1,434 2,075 1,948

８　未払消費税等  97 57 149

９　その他 2,743 614 845

流動負債合計 45,815 65.3 65,770 44.6 26,947 30.7

Ⅱ　固定負債

１　社債 4,148 22,550 3,200

２　長期借入金 ※７ 9,336 21,912 23,816

３　繰延税金負債 9 286 －

４　役員退職慰労引当
金

149 191 169

５　長期預り敷金 － 8,872 8,411

固定負債合計 13,642 19.4 53,812 36.4 35,597 40.6

負債合計 59,457 84.7 119,583 81.0 62,544 71.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,784 5.4 － － 10,041 11.5

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 3,638 － 9,895

資本剰余金合計 3,638 5.2 － － 9,895 11.3

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 2 － 2

２　中間（当期）未処
分利益

3,180 － 5,140

利益剰余金合計 3,182 4.5 － － 5,142 5.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

109 0.2 － － 79 0.0

資本合計 10,715 15.3 － － 25,158 28.7

負債資本合計 70,173 100.0 － － 87,703 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年5月31日）

当中間会計期間末
（平成18年5月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 10,042 6.8 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 9,897 －

資本剰余金合計  － － 9,897 6.7 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 2 －

(2）その他利益剰余
金

 

繰越利益剰余金  － 7,429 －

利益剰余金合計  － － 7,431 5.1 － －

株主資本合計  － － 27,371 18.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　その他有価証券評
価差額金

 － － 618  － －

評価・換算差額等合
計

 － － 618 0.4 － －

純資産合計  － － 27,990 19.0 － －

負債純資産合計  － － 147,573 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１ 4,788 100.0 6,572 100.0 9,138 100.0

Ⅱ　売上原価 646 13.5 182 2.8 885 9.7

売上総利益 4,141 86.5 6,390 97.2 8,252 90.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 1,286 26.9 1,668 25.4 2,676 29.3

営業利益 2,854 59.6 4,722 71.8 5,575 61.0

Ⅳ　営業外収益 ※２ 612 12.8 1,512 23.0 1,760 19.3

Ⅴ　営業外費用 ※３ 726 15.1 1,288 19.6 1,431 15.7

経常利益 2,741 57.3 4,946 75.2 5,905 64.6

Ⅵ　特別利益 ※４ 5 0.1 133 2.0 0 0.0

Ⅶ　特別損失 ※５ － － 105 1.6 171 1.9

税引前中間（当
期）純利益

2,747 57.4 4,974 75.6 5,734 62.7

法人税、住民税及
び事業税

1,442 2,134 2,470

法人税等調整額 △133 1,308 27.3 △99 2,035 30.9 △134 2,336 25.5

中間（当期）純利
益

1,438 30.1 2,938 44.7 3,397 37.2

前期繰越利益 1,742  1,742

中間（当期）未処
分利益

3,180  5,140
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５月31日）

（単位：百万円） 

株主資本
評価・換算差額

等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成17年11月30

日残高
10,041 9,895 2 5,140 5,142 25,079 79 25,158

中間会計期間中

の変動額

新株の発行 1 1 － － － 2 － 2

剰余金の配当 － － － △438 △438 △438 － △438

役員賞与 － － － △210 △210 △210 － △210

中間純利益 － － － 2,938 2,938 2,938 － 2,938

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額（純

額）

－ － － －  － 539 539

中間会計期間中

の変動額合計
1 1 － 2,290 2,290 2,292 539 2,832

平成18年5月31日

　残高
10,042 9,897 2 7,429 7,431 27,371 618 27,990

－ 6 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によってお

ります。

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券 ②　その他有価証券 ②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によっております。

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法によって

おります。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

　販売用不動産

　個別法による原価法によっておりま

す。

　販売用不動産

同左

　販売用不動産

同左

２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。ただし、建

物（建物附属設備を除く）につきまして

は、定額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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 ： ８～50年

車両運搬具 ： ６年

工具器具備品 ： ５～20年

(2）無形固定資産

　自社利用によるソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

(4）長期前払消費税等

　法人税法の規定に基づく、５年間によ

る均等償却によっております。

(4）長期前払消費税等

同左

(4）長期前払消費税等

同左

３　引当金の計上基準 ３　引当金の計上基準 ３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒に備えるため、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

可能性を考慮の上、回収不能見積額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社の役員退職慰労金支給基準に基づき

中間期末要支給額を計上しております。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社の役員退職慰労金支給基準に基づき

期末要支給額を計上しております。

４　リース取引の処理方法 ４　リース取引の処理方法 ４　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左 同左

５　ヘッジ会計の方法 ５　ヘッジ会計の方法 ５　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。ま

た、金利スワップについては特例処理の要

件を満たしている場合には特例処理を採用

しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引等

ヘッジ対象・・・借入金利

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　借入金の支払金利に係る金利変動リス

クをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

６　その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

６　その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

６　その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜処理を採用

しており、控除対象外の消費税等につい

ては、中間会計期間を一事業年度とみな

して算定した税額を発生事業年度の期間

費用としております。ただし、固定資産

に係る控除対象外の消費税等は、法人税

法の規定により５年間で均等償却してお

ります。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜処理を採用

しており、控除対象外の消費税等につい

ては、算定した税額を発生事業年度の期

間費用としております。ただし、固定資

産に係る控除対象外の消費税等は、長期

前払消費税に計上し、５年間で均等償却

しております。

(2）匿名組合出資のうち投資事業有限責任

組合に類する出資金の会計処理

　匿名組合出資のうち投資事業有限責任

組合に類する出資金の会計処理は、匿名

組合の純資産及び純損益のうち当社及び

当社の連結子会社の持分相当額をそれぞ

れ有価証券及び収益・費用として計上し

ております。

　なお、匿名組合の純損益の持分相当額

の計上については、投資有価証券に計上

する事業目的以外の匿名組合出資に係る

損益は営業外損益に計上し、その他の関

係会社有価証券及び長期事業目的有価証

券に計上する事業目的の匿名組合出資に

係る損益は売上高に計上しております。

(2）匿名組合出資のうち投資事業有限責任

組合に類する出資金の会計処理

　匿名組合出資のうち投資事業有限責任

組合に類する出資金の会計処理は、匿名

組合の純資産及び純損益のうち当社の持

分相当額をそれぞれ有価証券及び収益・

費用として計上しております。

　なお、匿名組合の純損益の持分相当額

の計上については、投資有価証券に計上

する事業目的以外の匿名組合出資に係る

損益は営業外損益に計上し、その他の関

係会社有価証券及び長期事業目的有価証

券に計上する事業目的の匿名組合出資に

係る損益は売上高に計上しております。

(2）　匿名組合出資のうち投資事業有限責

任組合に類する出資金の会計処理

同左
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会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１　従来、当社の子会社及び関連会社を営業

者とする匿名組合からの損益分配は、通常の

子会社からの受取配当金と同様に営業外損益

として扱い匿名組合投資利益及び匿名組合投

資損失として計上しておりましたが、当中間

会計期間より売上高として計上しておりま

す。

　この変更は、「金融商品会計に関する実務

指針」（日本公認会計士協会　会計制度委員

会第14号）の一部改正により、第308項にお

いて匿名組合への出資の会計処理については

経済実態を適切に反映する会計処理及び表示

を選択することとなりましたので、当社の経

営成績をより適切に開示するために行ったも

のであります。

　匿名組合の損益分配は、匿名組合の損益計

算書の持分相当額を純額で取り込む方法であ

りますが、当社及び当社の関係会社が主体的

に組成を行った事業性のある匿名組合の損益

分配の場合、実質不動産から収受する賃料収

入等の損益の純額表示であることから営業収

益として扱い売上高として計上しておりま

す。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、

売上高及び営業利益は978百万円増加し、営

業外収益は1,094百万円減少し、営業外費用

は116百万円減少しておりますが、経常利益

及び税引前中間純利益に与える影響はありま

せん。

１ 固定資産の減損に係る会計基準

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号　平成15年10月

31日）を適用しております。これによる当

中間会計期間の損益に与える影響はありま

せん。

１ 従来、当社の子会社及び関連会社を営業者

とする匿名組合からの損益分配は、通常の子

会社からの受取配当金と同様に営業外損益と

して扱い匿名組合投資利益及び匿名組合投資

損失として計上しておりましたが、当事業年

度より売上高として計上しております。

　この変更は、「金融商品会計に関する実務

指針」（日本公認会計士協会　会計制度委員

会第14号）の一部改正により、第308項におい

て匿名組合への出資の会計処理については経

済実態を適切に反映する会計処理及び表示を

選択することとなりましたので、当社の経営

成績をより適切に開示するために行ったもの

であります。

　匿名組合の損益分配は、匿名組合の損益計

算書の持分相当額を純額で取り込む方法であ

りますが、当社及び当社の関係会社が主体的

に組成を行った事業性のある匿名組合の損益

分配の場合、実質不動産から収受する賃料収

入等の損益の純額表示であることから営業収

益として扱い売上高として計上しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、

売上高及び営業利益は2,422百万増加し、営業

外収益は2,553百万円減少し、営業外費用は131

百万円減少しておりますが、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はありません。

  ２　　　　　　─────  ２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

  従来の資本の部の合計に相当する金額は

27,990百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 ２　　　　　　　─────
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前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

  ３　　　　　─────  ３　役員賞与に関する会計基準

　従来、役員賞与は株主総会の利益処分案

決議により未処分利益の減少として会計処

理しておりましたが、当中間会計期間より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）を適用し

ております。これによる当中間連結会計期

間の損益に与える影響はありません。

 ３　　　　　　　─────

  ４　　　　　─────  ４　株主資本等変動計算書に関する会計基準

　当中間会計期間より、株主資本等変動計

算書に関する会計基準（「株主資本等変動

計算書に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第９号　平成17年12月

27日））を適用しております。

 ４　　　　　　　─────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

（中間貸借対照表）

１「証券取引法等の一部を改正する法律」（平

成16年６月９日法律第97号）により、証券取引

法第２条第２項において、投資事業有限責任組

合及びこれに類する組合への出資を有価証券と

みなすこととされたこと及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14

号）が平成17年２月15日付で改正されたことに

伴い、前中間会計期間まで出資金、関係会社出

資金及び長期事業目的出資金に含めていた投資

事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資金（証券取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）を当中間会計期間よりそれ

ぞれ投資有価証券、その他の関係会社有価証券

及び長期事業目的有価証券に計上しておりま

す。

　この変更により、投資有価証券、その他の関

係会社有価証券及び長期事業目的有価証券はそ

れぞれ3,532百万円、11,247百万円及び1,153

百万円増加しております。

　また、前中間会計期間において事業目的出資

金、出資金、関係会社出資金及び長期事業目的

出資金に含まれていた当該出資金はそれぞれ78

百万円、932百万円、2,858百万円及び494百万

円であります。

（中間貸借対照表） 

１ 前中間会計期間まで、旧有限会社法に規

定する有限会社に対する当社持分は、投資そ

の他の資産の「関係会社出資金」に含めて表

示しておりましたが、会社法及び会社法の施

行に伴う関連法律の整備等に関する法律第２

条第２項により、その持分が有価証券（株

式）とみなされることとなったため、当中間

会計期間より投資その他の資産の「関係会社

株式」に含めて表示しております。なお、当

中間会計期間末の「関係会社株式」に含めた

有限会社に対する持分は、32百万円でありま

す。

（貸借対照表）

 １ 前事業年度まで独立科目で掲記していた電

話加入権（当期末残高０百万円）は、重要性が

低くなったため、無形固定資産の「その他の無

形固定資産」に含めて表示することに変更しま

した。

 ２ 前事業年度まで独立科目で掲記していた前

受収益（当期末残高０百万円）は、重要性が低

くなったため、流動負債の「その他の流動負

債」に含めて表示することに変更しました。 

 ３ 「証券取引法等の一部を改正する法律」

（平成16年６月９日法律第97号）により、証券

取引法第２条第２項において、投資事業有限責

任組合及びこれに類する組合への出資を有価証

券とみなすこととされたこと及び「金融商品会

計に関する実務指針」（会計制度委員会報告

第14号）が平成17年２月15日付で改正されたこ

とに伴い、前事業年度まで出資金、関係会社出

資金及び長期事業目的出資金に含めていた投資

事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資金（証券取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）を当事業年度よりそれぞれ

投資有価証券、その他の関係会社有価証券及び

長期事業目的有価証券に計上しております。

　この変更により、投資有価証券、その他の関

係会社有価証券及び長期事業目的有価証券はそ

れぞれ1,982百万円、13,628百万円及び1,351

百万円増加しております。

　また、前事業年度において出資金、関係会社

出資金及び長期事業目的出資金に含まれていた

当該金額はそれぞれ1,926百万円、2,358百万円

及び741百万円であります。　　　
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

　「地方税法の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１日以降に開始す

る事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日　企業会計基準委

員会　実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。

　この結果、販売費及び一般管理費が24百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益がそれぞれ同額減少しており

ます。

 　────── 1　「地方税法の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１日以降に開始す

る事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については販売費及び

一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が75百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益がそれぞれ同額減少しており

ます。

               ────── ２　従来、信託銀行との間のマスターリース

契約に係る差入敷金とそれに対応したテ

ナントとの間のサブリース契約に係る預

り敷金は、金額的重要性が乏しいことか

ら純額表示しておりましたが、当事業年

度において金額的重要性が増したことに

より総額処理することにいたしました。

　この変更により、従来の方法によった

場合に比較してその他の流動資産に含ま

れる差入敷金保証金及びその他の流動負

債に含まれる預り敷金が共に560百万円、

差入敷金保証金及び長期預り敷金が共に

8,128百万円増加しております。

３　前中間会計期間末において固定資産に表

示しておりましたマスターリース契約に

係る差入敷金保証金及び流動負債に表示

しておりましたサブリース契約に係る預

り敷金については重要性が増したことか

ら前事業年度末において表示区分の検討

を行いそれぞれ流動資産のその他の流動

資産及び固定負債の長期預り敷金として

表示しております。

　従って、前中間会計期間末において前

事業年度末と同じ表示区分を行った場合、

差入敷金保証金及び預り敷金が316百万円

及び1,462百万円大きく、その他の流動資

産及び長期預り敷金がそれぞれ同額小さ

く表示されております。

３　当中間会計期間末において固定資産に表

示しておりましたマスターリース契約に

係る差入敷金保証金及び流動負債に表示

しておりましたサブリース契約に係る預

り敷金については重要性が増したことか

ら当事業年度末において表示区分の検討

を行いそれぞれ流動資産のその他の流動

資産及び固定負債の長期預り敷金として

表示しております。

　従って、当中間会計期間末は、変更後

の方法によった場合に比べて、差入敷金

保証金及び預り敷金が316百万円及び1,462

百万円大きく、その他の流動資産及び長

期預り敷金がそれぞれ同額小さく表示さ

れております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年５月31日）

当中間会計期間末
（平成18年５月31日）

前事業年度末
（平成17年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

43百万円 62百万円 57百万円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

関係会社出資金 3百万円

その他の関係会社有価証

券

655百万円

計 658百万円

その他の関係会社有価証

券

1,200百万円

計 1,200百万円

 その他の関係会社有価

証券

1,200百万円

計 1,200百万円

(2）担保に対応する債務 (2）担保に対応する債務 (2）担保に対応する債務

短期借入金 600百万円

計 600百万円

短期借入金 1,200百万円

計 1,200百万円

短期借入金 1,200百万円

計 1,200百万円

    　なお、関係会社出資金３百万円は、

南大塚プロパティーズ・コーポレーショ

ン有限会社の物上保証に供しておりま

す。

　３　偶発債務 　３　偶発債務 　３　偶発債務

　下記の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。

　下記の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。

　下記の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。

有限会社パシフィック・プロパティー

ズ・インベストメント　　900百万円

有限会社パシフィック・グロース・リ

アルティ　　　　　　  2,779百万円

有限会社パシフィック・コマーシャル・

リアルティ　　 　 1,100百万円

計 4,779百万円

有限会社パシフィック・プロパティー

ズ・インベストメント　　900百万円

有限会社パシフィック・グロース・リ

アルティ　　　　　　  1,240百万円

有限会社ソラリス・エンティティ

　　　　　　　　　　　3,090百万円

パシフィックスポーツアンドリゾーツ

株式会社　　　　　　　5,000百万円

有限会社オーク・デベロップメント

　　　　　　　　　　　　520百万円

株式会社中川工務店　　　700百万円

計 11,450百万円

有限会社パシフィック・プロパティー

ズ・インベストメント　　900百万円

有限会社パシフィック・グロース・リ

アルティ      　　　　1,534百万円

計 2,434百万円

※４　販売用不動産の取得日から当中間会計

期間末までの保有期間別残高内訳は、

以下のとおりであります。

３年超５年以内 56百万円

合計 56百万円

※４　販売用不動産の取得日から当中間会計

期間末までの保有期間別残高内訳は、

以下のとおりであります。

１年以内 208百万円

３年超５年以内 56百万円

合計 265百万円

※４　販売用不動産の取得日から当事業年度

末までの保有期間別残高内訳は、以下

のとおりであります。

３年超５年以内 56百万円

合計 56百万円

 ５　当社は効率的な資金調達を行うため貸出

コミットメント契約を締結しております。

当中間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

 ５　当社は効率的な資金調達を行うため貸出

コミットメント契約を締結しております。

当中間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

 ５　当社は効率的な資金調達を行うため貸出

コミットメント契約を締結しております。

当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

 貸出コミットメント

の総額

29,800百万円

 借入実行残高 22,820百万円

差引額 6,980百万円

 貸出コミットメント

の総額

38,600百万円

 借入実行残高 20,350百万円

差引額 18,250百万円

 貸出コミットメント

の総額

22,400百万円

 借入実行残高 2,400百万円

差引額 20,000百万円
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前中間会計期間末
（平成17年５月31日）

当中間会計期間末
（平成18年５月31日）

前事業年度末
（平成17年11月30日）

 ※６　長期事業目的有価証券  ※６　長期事業目的有価証券  　※６　長期事業目的有価証券　

　子会社及び関連会社の範囲に含まれる

組合その他これらに準ずる事業体を除く

当社及び当社の関係会社が主体的に組成

を行った投資事業組合等への出資（その

他の関係会社有価証券を除く）のうち、

転売による売却益の収受及び保有期間の

配当収入の収受を目的とする出資を事業

性の出資金とし、投資対象となった不動

産または当該出資金の長期保有を目的と

した事業性の出資金を投資その他の資産

の長期事業目的有価証券に計上しており

ます。

　なお、当該出資金に関わる損益は売上

高として計上しております。

　同左 　同左

 ※７　　　　　─────　  ※７　「特別目的会社を活用した不動産の流

動化に係る譲渡人の会計処理に関する実

務指針」（日本公認会計士協会 会計制度

委員会第15号）に準じて、金融取引とし

て会計処理いたしました当中間会計期間

末の主な資産及び負債は下記のとおりで

あります。

販売用不動産 208百万円

長期借入金 208百万円

　

 ※７　　　　　─────　
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

※１　　　　　　────── ※１　その他の関係会社有価証券及び長期

事業目的有価証券に係る配当損益は、

次のとおりであります。

その他の関係会社有価証

券

3,019百万円

長期事業目的有価証券 125百万円

※１　　　　　　──────

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

受取利息 415百万円

匿名組合投資利益 154百万円

受取利息 800百万円

匿名組合投資利益 499百万円

受取利息 979百万円

匿名組合投資利益 642百万円

※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目

支払利息 330百万円

借入事務手数料 271百万円

社債発行費 76百万円

支払利息 528百万円

借入事務手数料 506百万円

社債利息 121百万円

社債発行費 92百万円

支払利息 779百万円

借入事務手数料 399百万円

社債発行費 76百万円

※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入 5百万円 前期損益修正益 118百万円

投資有価証券売却益 0百万円

子会社株式売却益 12百万円

固定資産売却益 1百万円

貸倒引当金戻入 0百万円

※５　　　　　 ───── ※５　特別損失の主要項目　　　　 ※５　特別損失の主要項目

投資有価証券売却損 13百万円

長期事業目的有価証券

清算損

15百万円

前期損益修正損 75百万円

投資有価証券売却損 28百万円

長期事業目的有価証

券評価損

120百万円

固定資産除却損 21百万円

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 12百万円

無形固定資産 19百万円

有形固定資産 14百万円

無形固定資産 33百万円

有形固定資産 26百万円

無形固定資産 46百万円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

１．自己株式に関する事項

 　該当事項はありません。
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①　リース取引

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

　　②　ストック・オプション等

 　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

③　有価証券

　前中間会計期間末（平成17年５月31日現在）及び当中間会計期間末（平成18年５月31日現在）ならびに前事業年

度末（平成17年11月30日現在）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成16年12月１日

至　平成17年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年12月１日

至　平成18年５月31日）

前事業年度

（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

１株当たり純資産額 59,996円76銭

１株当たり中間純利益  8,055円90銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
 8,036円28銭

１株当たり純資産額 44,685円09銭

１株当たり中間純利益 4,691円33銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
4,669円77銭

１株当たり純資産額 119,503円22銭

１株当たり当期純利益  16,751円42銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
 16,707円52銭

（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

前中間会計期間

（自　平成16年12月１日

至　平成17年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年12月１日

至　平成18年５月31日）

前事業年度

（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

 中間（当期）純利益（百万円） 1,438 2,938 3,397

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － 210

 （うち利益処分による役員賞与　金） (－) (－) (210)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,438 2,938 3,187

　普通株式の期中平均株式数（株） 178,558 626,320 190,283

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

 中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 436 2,892 500

（うち新株予約権） (436) (2,892) (500)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

平成17年２月25日

定時株主総会決議によるス

トックオプション（新株予

約権）

普通株式　960株

平成18年２月24日

定時株主総会決議によるス

トックオプション（新株予

約権）

普通株式　1,024株

－
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２．株式分割について

前中間会計期間

（自　平成16年12月１日

至　平成17年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年12月１日

至　平成18年５月31日）

前事業年度

（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

 　当社は、平成17年１月19日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。

　 当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報については、以下のと

おりとなっています。

 　当社は、平成18年１月20日付で株式１株に

つき３株の株式分割を行っております。

　 当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報については、以下のと

おりとなっています。

 　当社は、平成17年１月19日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。

　 当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報については、以下のと

おりとなっています。

 （前中間会計期間）

１株当たり純資産額 26,024円24銭

１株当たり中間純利益 1,791円05銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
1,785円21銭

 （前中間会計期間）

１株当たり純資産額 19,998円92銭

１株当たり中間純利益 2,685円30銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
2,678円77銭

  （前事業年度）

１株当たり純資産額 53,403円76銭

１株当たり当期純利益    3,215円49銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
   3,204円07銭

 （前事業年度）

１株当たり純資産額 53,403円76銭

１株当たり当期純利益 3,215円49銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
3,204円07銭

 （前事業年度）

１株当たり純資産額 39,834円44銭

１株当たり当期純利益 5,583円79銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
5,569円17銭
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成16年12月１日

至　平成17年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年12月１日

至　平成18年５月31日）

前事業年度

（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

１　平成17年６月23日開催の取締役会におい

て、公募により新株式を発行することを

決議したことに基づき、平成17年7月11

日を払込期日として次のとおり新株式を

発行いたしました。

(1）発行新株式数

普通株式　29,000株

(2）発行価額

１株につき416,640円

(3）発行価額の総額　　　　　　　

12,082,560,000円

(4) 資本組入額　

１株につき208,320円

(5）資本組入額の総額　

6,041,280,000円

(6）配当起算日　

平成17年６月１日

(7）資金使途　

当社が新規に組成する不

動産投資ファンドへの出

資金の一部に充当

１　当社子会社のパシフィックスポーツアン

ドリゾーツ株式会社は平成18年７月３日

付で、株式会社福崎東洋ゴルフ倶楽部の

ゴルフ事業部門を承継するために会社分

割によって新設されたピーエスアール福

崎株式会社の株式を取得し、子会社化い

たしました。

 (１)  設立会社の概要

 ①  主な事業内容

 ゴルフ場の経営

 ②  資本金

 1,000万円

③  取得する株式数

 200株（取得価額　26億円）

 ④　株主構成 

 パシフィックスポーツアンドリ

ゾーツ株式会社(100%)

 (２)  株式の取得先

 　 ①　商号

 株式会社福崎東洋ゴルフ倶楽部

②　代表者

 代表取締役　高畑幸生

③　本店所在地

 兵庫県神崎郡福崎町西治2110番

地１

④　主な事業内容　 

 ゴルフ場の経営他

１　平成17年11月24日開催の取締役会決議に

基づき、当社グループが運用する住居系

不動産投資ファンドの内部成長を極大化

させることを目的として、平成17年12月

８日にスマート・アセットマネジメン

ト・システムズ株式会社を設立いたしま

した。

設立に関する概要は以下のとおりであり

ます。

 (１) 主な事業内容

 ①　システム事業

 アセットマネジメントならびにプロパ

ティマネジメントシステムの提供、

ソフトウエアライセンスの販売

 ②　サービス事業

 テナント向け各種サービスの提供

 (２) 資本金

     50百万円

 (３) 取得する株式数

 　　1,000株

 (４) 株主構成

　 当社（100％）
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前中間会計期間

（自　平成16年12月１日

至　平成17年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年12月１日

至　平成18年５月31日）

前事業年度

（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

２　平成17年６月23日開催の取締役会決議に

基づき、オーバーアロットメントによる

当社株式の売出し（日興シティグループ

証券株式会社が当社株主から賃借する当

社普通株式1,000株の売出し）に関連し

て、平成17年８月10日付で、第三者割当

増資による新株式を発行しております。

(1）発行新株式数

普通株式　1,000株

(2）発行価額

１株につき416,640円

(3）発行価額の総額　　　　　　　

   416,640,000円

(4) 資本組入額　

１株につき208,320円

(5）資本組入額の総額　

 208,320,000円

(6) 払込期日

平成17年８月10日

(7）配当起算日　

平成17年６月1日

(8）割当先　

日興シティグルー

プ証券株式会社

(9）資金使途　

当社が新規に組成

する不動産投資フ

ァンドへの出資金

の一部に充当

２　平成17年12月27日開催の取締役会におい

て、当社グループの企業再生ファンドが

保有する株式会社中川工務店の株式を取

得し、子会社化することを決議いたしま

した。

 (１) 株式取得の目的

 当社は同社とより直接的な資本関係を

結び、今後、共に投資案件の発掘及び

開発案件に積極的に取り組むこととい

たしました。これにより、当社グルー

プが運用する住居系ファンドへのより

安定的な物件供給を行い、当該ファン

ドの外部成長を支えることが可能とな

ります。

 (２) 対象会社の概要（平成17年９月末

現在）

 ①　商号

 株式会社中川工務店

  ②　代表者　

 代表取締役　中川雅勝

③　本店所在地　 

 京都府京都市西京区上桂三ノ宮

町35番地

④　主な事業内容　  

 総合建設業、マンション管理業、

不動産仲介業

 ⑤　資本金

 90百万円

 ⑥　発行済株式総数 

 1,800株
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前中間会計期間

（自　平成16年12月１日

至　平成17年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年12月１日

至　平成18年５月31日）

前事業年度

（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

 (３) 株式取得の内容

 　①　商号

 中川工務店投資事業有限責任組合

 ②　無限責任組合員

 三洋パシフィック投資顧問株式

会社　代表取締役　藤野昌平

 ③　所在地

 東京都港区虎ノ門四丁目２番12号

 ④　設立年月日

 平成16年９月24日

⑤  主な事業の内容

 投資業

 ⑥　株式取得日

 平成17年12月27日

 ⑦　異動前の所有株式数

 600株（所有割合　33.3％）

⑧　取得株式数

 1,000株（取得価額　132百万

円）

⑨　異動後の所有株式数

 1,600株（所有割合　88.9％）

３　平成17年６月23日開催の取締役会におい

て、株式分割に関し下記のとおり決議い

たしました。

(1）平成18年１月20日をもって、次のとお

り普通株式１株を３株に分割する。

　　①分割により増加する株式数

　　　普通株式とし、平成17年11月30日最

終の発行済株式総数に2.0を乗じた株

式数とする。

　　②分割の方法

　　　平成17年11月30日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載または記録され

た株主の所有株式数を、１株につき３

株の割合をもって分割する。

３　平成17年12月27日開催の取締役会決議に

基づき、株式会社アイディーユーとの

共同出資により、次のとおり新会社を

設立いたしました。

 (１) 設立の目的

  当社はデューデリジェンス事業の経

験とノウハウを活かしながら、当該会

社を通じてデューデリジェンスビジネ

スの機会拡大を目指してまいります。

　また、株式会社アイディーユーが運

用する「マザーズオークション」につ

きましては、当社グループの物件売買

ルートのひとつとして活用したいと考

えております。
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前中間会計期間

（自　平成16年12月１日

至　平成17年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年12月１日

至　平成18年５月31日）

前事業年度

（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

(2）配当起算日

　　平成17年12月１日

(3）１株当たり情報に及ぼす影響

　　　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報につい

ては、以下のとおりであります。

（前中間会計期間） 

１株当たり純資産額 8,674円75銭

１株当たり中間純利益   597円02銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
  596円45銭

（当中間会計期間） 

１株当たり純資産額   19,998円92銭

１株当たり中間純利益   2,685円30銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
   2,678円77銭

（前事業年度） 

１株当たり純資産額 17,801円25銭

１株当たり当期純利益    1,071円83銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
   1,069円72銭

 (２) 設立会社の概要

 ①　商号

 株式会社マザーズDD

②　設立年月日　  

 平成18年１月12日

 ③　代表者

 代表取締役社長　太田　富也

 ④　本店所在地

 東京都中央区銀座二丁目７番

17号

⑤　主な事業内容

 不動産に関する調査・評価業務

 ⑥　資本金

 30百万円

⑦  取得する株式数

 204株

 ⑧　株主構成

 株式会社アイディーユー（66％）

当社（34%）

(３) 提携会社の概要（平成17年８月末

現在）

①　商号 

 株式会社アイディーユー 

②　設立年月日 

 平成11年９月２日

③　代表者 

 代表取締役社長兼CEO　池添　吉

則

 ④　本店所在地 

 大阪府大阪市北区梅田二丁目２

番２号

 ⑤　主な事業内容

 不動産オークションの運営企画、

不動産投資アドバイザリー業務、

不動産有効活用コンサルティン

グ業務

 ⑥　資本金

 3,788百万円

⑦　従業員数

 102名
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