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平成 18 年 10 月 27 日 

各  位 

東京都港区六本木六丁目 10 番１号 

株式会社ファンドクリエーション 

代表取締役社長  田 島 克 洋 

(コード番号：3233) 

               問合せ先：執行役員経営企画部長 小川 敏男 

 電話番号： (03) 5413-5355(代表) 

 

 

平成 18 年 11 月期の業績予想について 
 

平成 18 年 11 月期（平成 17 年 12 月１日～平成 18 年 11 月 30 日）における当社の業績予想は、次のと

おりであります。 

 

【連結】                          

平成 18 年 11 月期 

（予想） 

平成 17 年 11 月期 

（実績） 

平成 18 年５月中間期 

（実績） 

決算期 

項目 

 構成比 前期比  構成比  構成比 

 百万円 ％ ％ 百万円 ％ 百万円 ％

営業収益 5,471 100.0 265.3 2,062 100.0 867 100.0

経常利益 4,000 73.1 366.9 1,090 52.9 146 16.9

当期純利益 2,356 43.1 378.2 623 30.2 69 7.9

１株当たり 

当期純利益 
7,601 円 99 銭 

49,218 円 57 銭 

(2,460 円 93 銭) 
2,364 円 24 銭 

 

【単体】                         

平成 18 年 11 月期 

（予想） 

平成 17 年 11 月期 

（実績） 

平成 18 年５月中間期 

（実績） 

決算期 

項目 

 構成比 前期比  構成比  構成比 

 百万円 ％ ％ 百万円 ％ 百万円 ％

営業収益 4,514 100.0 330.9 1,364 100.0 548 100.0

経常利益 3,708 82.1 546.9 678 49.7 162 29.6

当期純利益 2,199 48.7 575.7 382 28.0 86 15.7

１株当たり 

当期純利益 
7,452 円 46 銭 

30,180 円 74 銭 

(1,509 円 04 銭) 
2,948 円 59 銭 

１株当たり 

配当金 
－ － － 

 

（注）１．平成 18 年３月 21 日付で１株を２株に、平成 18 年７月 11 日付で 1株を 10 株に株式を分割し

ております。当該株式分割に伴う影響を加味して遡及修正した場合の平成 17 年 11 月期及び

平成 18 年５月中間期における１株当たり当期純利益は、（  ）内に記載しております。 

２．平成 17 年 11 月期の１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出し、平成 18

年 11 月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募予定株式数（18,000 株）を加味した期末

予定発行済株式数 309,928 株（潜在株式は考慮しない）により算出しております。 

３．平成 18 年 11 月期（予想）の１株当たり当期純利益の算定に際し、役員賞与等、普通株主に

帰属しない金額は、予想当期純利益より控除しておりません。 
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【平成 18年 11 月期業績予想の前提条件】 

当事業年度におけるわが国の経済は、失業率の低下や企業の設備投資の拡大も引き続き堅調に推

移し、景気回復基調が一段と強まる中、都心においては地価の上昇傾向が一段と強まっております。

また、一般投資家においては投資対象の多様化ニーズが高まり、郵便局による投資信託販売拡大な

ど、投資信託市場の全体の広がりが見込まれております。当社は、上場を契機として知名度・信用

力の向上を図り、当社グループが組成・管理・運用を行う金融商品の販売会社の拡大を図るととも

に、インベストメントバンク事業における不動産投資等による匿名組合からの分配金の増額を見込

んでおります。 

 

（営業収益） 

①アセットマネジメント事業 

不動産を投資対象とした公募の投資信託においては、主として東京都心の居住系物件の組入れを

行うことや金利先高感に伴うレバレッジ比率の引き下げ等を行うことにより、アクイジションフィ

ー・ディスポーザルフィーを見込んでおります。 

また不動産アセットマネジメント受託残高の増加に伴い、アセットマネジメントフィーの増加を

見込んでおります。 

国内株式等を投資対象とした投資信託につきましては、市況悪化の影響を受け、運用成績は低迷

いたしましたが、新規資金の流入、新商品の設定により運用残高は微増を見込んでおります。 

以上により、アセットマネジメント事業として 1,247 百万円（前期比 82.9％）の営業収益を見込

んでおります。 

 

②インベストメントバンク事業 

不動産投資等部門においては、不動産開発案件、収益物件バリューアップ案件等の売却に伴う匿

名組合分配金等によって 3,720 百万円（前期比 826.7％）の収益計上を見込んでおります。 

証券投資等部門においては、国内外の未上場株投資等の売却益や証券仲介事業においては金融機

関等との取引先拡大により 396 百万円（前期比 421.3％）を見込んでおります。その結果、インベス

トメントバンク事業として 4,116 百万円（前期比 756.0％）の営業収益を見込んでおります。 

   

以上の結果により、営業収益は 5,471 百万円（前期比 265.3％）を見込んでおります。  

 

（営業費用） 

人件費は、業容拡大に伴う従業員の増加を鑑み 693 百万円（前期比 160.0％）を見込んでおります。

また、その他販売費及び一般管理費については、広告宣伝費やオフィス増床による賃借料の増加を

見込み、全体で 736 百万円（前期比 136.1％）を見込んでおります。 

以上の結果により、営業費用は 1,429 百万円（前期比 146.7％）を見込んでおります。 

 

（営業外損益、経常利益） 

営業外収益は、受取配当金等により 16 百万円を見込んでおります。また、営業外費用は、支払利

息等により 59 百万円を見込んでおります。 

以上の結果により、経常利益は 4,000 百万円（前期比 366.9％）を見込んでおります。 

 

（当期純利益） 

特別利益及び特別損失は見込んでおりません。法人税等を控除後の当期純利益は 2,356 百万円（前

期比 378.2％）を見込んでおります。 

 

 

以  上 

 
 
 


