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

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満は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11月期 21,277 (132.8) 14,821 (165.8) 14,992 (153.9)

17年11月期 9,138 (13.2) 5,575 (391.7) 5,905 (400.3)

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年11月期 8,907 (162.2) 14,220 38 14,159 38 30.1 13.5 70.5

17年11月期 3,397 (455.3) 16,751 42 16,707 52 19.6 9.2 64.6

（注）① 期中平均株式数 18年11月期 626,357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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)財政状態  （注）記載金額は百万円未満は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11月期 134,074 33,980 25.3 54,243 67

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11月期 626,394株 17年11月期 208,768株

 ②期末自己株式数 18年11月期 －株 17年11月期 －株

２．平成19年11月期の業績予想（平成18年12月１日～平成19年11月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期 8,128  3,737  2,145  

通　期 25,920  18,448  10,601  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 　　 15,366円31銭

３．配当状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）期末 年間

17年11月期 2,100 2,100 438 12.5 1.7

18年11月期 1,700 1,700 1,064 12.0 2.0

19年11月期（予想） 1,800 1,800    

※　１株当たり予想当期純利益は、平成19年11月期の予想期中平均株式数689,854株を用いて算出しております。
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。
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６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 7,496 15,394  

２　売掛金 352 456  

３　販売用不動産 ※4,9 56 265  

４　前渡金  － 1,766  

５　前払費用 173 194  

６　繰延税金資産 238 1,749  

７　関係会社短期貸付金 49,720 64,360  

８　立替金  90 120  

９　その他 1,418 1,173  

10　貸倒引当金 △5 △6  

流動資産合計 59,542 67.9 85,474 63.8 25,931

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 96 87  

減価償却累計額 10 86 14 73  

(2）車輌運搬具 27 30  

減価償却累計額 11 15 12 18  

(3）工具器具備品 82 115  

減価償却累計額 35 47 53 61  

(4）土地 2 －  

有形固定資産合計 152 0.2 154 0.1 2

２　無形固定資産  

(1）ソフトウェア 242 302  

(2）その他 0 1  

無形固定資産合計 243 0.3 304 0.2 61
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前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 2,998 10,972  

(2）関係会社株式  901 1,166  

(3）その他の関係会社有
価証券

※１ 13,628 27,770  

(4）長期事業目的有価証
券

※８ 1,351 2,040  

(5）出資金 130 181  

(6）関係会社出資金  20 －  

(7) 関係会社長期貸付金 390 －  

(8）長期前払費用 55 133  

(9）繰延税金資産 18 －  

(10）差入敷金保証金  ※５ 8,264 5,841  

(11）長期前払消費税等 6 5  

(12）その他の投資 － 29  

(13）貸倒引当金 △0 －  

投資その他の資産合計 27,765 31.6 48,141 35.9 20,375

固定資産合計 28,161 32.1 48,600 36.2 20,439

資産合計 87,703 100.0 134,074 100.0 46,370
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前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　買掛金 22 27  

２　短期借入金
※
1,10

17,485 40,875  

３　１年以内返済予定長期
借入金

※
1,10

4,243 9,851  

４　１年以内償還予定社債 1,744 1,300  

５　未払金 306 552  

６　未払費用 202 341  

７　未払法人税等 1,948 6,514  

８　未払消費税等  149 276  

９　預り金 281 899  

10　役員賞与引当金 － 193  

11  契約損失引当金 － 2,600  

12　その他 564 561  

流動負債合計 26,947 30.7 63,991 47.8 37,044

Ⅱ　固定負債  

１　社債 3,200 21,900  

２　長期借入金 ※1,9 23,816 8,072  

３　役員退職慰労引当金 169 215  

 ４　長期預り敷金　 8,411 5,621  

５　繰延税金負債　  － 292  

固定負債合計 35,597 40.6 36,101 26.9 504

負債合計 62,544 71.3 100,093 74.7 37,548

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 10,041 11.5 －   

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金  9,895 －  

資本剰余金合計 9,895 11.3 －   

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 2 －  

２　当期未処分利益 5,140 －  

利益剰余金合計 5,142 5.9 －   

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※７ 79 0.0 －   

資本合計 25,158 28.7 －  －

負債資本合計 87,703 100.0 －  －
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前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(純資産の部）  

Ⅰ　株主資本       

 １　資本金  － － 10,042 7.5 －

 ２　資本剰余金       

資本準備金  －   9,897   －

 資本剰余金合計  － － 9,897 7.4 －

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  －   13,398   －

利益剰余金合計  － － 13,400 10.0 －

 株主資本合計  － － 33,340 24.9 －

Ⅱ　評価・換算差額等       

 その他有価証券評価差
額金

 － － 637  －

 評価・換算差額等合計  － － 637 0.4 －

Ⅲ　新株予約権  － － 2 0.0 －

 純資産合計  － － 33,980 25.3 －

 負債純資産合計  － － 134,074 100.0 －
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(2) 損益計算書

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高
※１,
５

 

１　不動産投資ファンド事
業収入

6,687 15,396  

２　不動産投資コンサル
ティングサービス事業
収入

2,375 5,870  

３　不動産投資事業収入 75 9,138 100.0 10 21,277 100.0 12,138

Ⅱ　売上原価   

１　不動産投資ファンド事
業原価

316 19  

２　不動産投資コンサル
ティングサービス事業
原価

540 264  

３　不動産投資事業原価 28 885 9.7 2,600 2,883 13.5 1,997

売上総利益 8,252 90.3 18,393 86.5 10,140

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　役員報酬 235 261  

２　給与手当 657 736  

３　賞与 387 650  

４　役員賞与引当金繰入額 － 193  

５　役員退職慰労引当金繰
入額

37 45  

６　法定福利費 111 137  

７　福利厚生費 5 6  

８　採用費 70 67  

９　接待交際費 39 58  

10　旅費交通費 80 99  

11　通信費 9 11  

12　消耗品費 52 59  

13　租税公課 156 211  

14　減価償却費 73 104  

15　地代家賃 143 159  

16　リース料 16 16  

17　支払手数料 350 533  

18　その他 247 2,676 29.3 218 3,572 16.8 895

営業利益 5,575 61.0 14,821 69.7 9,245
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 ※１ 979 1,822  

２　受取配当金 100 231  

３　匿名組合投資利益  642 496  

４　デリバティブ評価益  － 29  

５　その他 37 1,760 19.3 79 2,659 12.5 898

Ⅴ　営業外費用   

１　支払利息 779 1,301  

２　社債利息 27 391  

３　社債発行費 76 92  

４　新株発行費 69 －  

５　株式交付費 － 1  

６　借入事務手数料 399 646  

７　貸倒引当金繰入額 － 1  

８　匿名組合投資損失 19 －  

９　その他 59 1,431 15.7 53 2,488 11.7 1,057

経常利益 5,905 64.6 14,992 70.5 9,087

Ⅵ　特別利益  

１　前期損益修正益    ※３ － 118  

２　関係会社株式売却益  － 15  

３　貸倒引当金戻入益  0 －  

４　その他 － 0 0.0 9 143 0.6 143

Ⅶ　特別損失  

１　前期損益修正損 ※４ － 75  

２　固定資産除却損 ※２ 21 －  

３　投資有価証券売却損　  28 13  

４　長期事業目的有価証券
評価損

 120 －  

５　長期事業目的有価証券
清算損

 － 15  

６　その他 1 171 1.9 9 113 0.5 △57

税引前当期純利益 5,734 62.7 15,022 70.6 9,288
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

法人税、住民税及び事
業税

2,470 7,698  

法人税等調整額 △134 2,336 25.5 △1,582 6,115 28.7 3,779

当期純利益 3,397 37.2 8,907 41.9 5,509

前期繰越利益 1,742 － －

当期未処分利益 5,140 － －
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売上原価明細書

(1）不動産投資ファンド事業原価明細書

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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
（％）

支払手数料 9 3.1 － －

調査委託費 246 77.7 19 100.0

その他の経費 60 19.2 － －

合計 316 100.0 19 100.0

(2）不動産投資コンサルティングサービス事業原価明細書

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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
（％）

業務委託費 460 85.2 209 79.5

支払仲介料 69 12.9 54 20.5

支払手数料 10 1.9 － －

合計 540 100.0 264 100.0

(3）不動産投資事業原価明細書

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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
（％）

販売用不動産期首たな卸高 84 56

当期販売用不動産仕入高 － 208

合計 84 265

販売用不動産期末たな卸高 56 265

差引販売用不動産原価 27 98.2 － －

業務委託費 0 0.1 － －

その他の経費 0 1.7 2,600 100.0

合計 28 100.0 2,600 100.0

 （注）当事業年度の「その他の経費」は売買契約に基づく契約損失引当金繰入額であります。
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(3) 利益処分案及び株主資本等変動計算書

利益処分案

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年２月24日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 5,140

Ⅱ　利益処分額

１　配当金 438  

２　役員賞与金 210  

（うち監査役賞与金） (4) 648

Ⅲ　次期繰越利益 4,491
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株主資本等変動計算書

 当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

（単位：百万円） 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
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

事業年度中の変動額

新株の発行 1 1 － － － 2

利益処分による配

当
－ － － △438 △438 △438

利益処分による役

員賞与
－ － － △210 △210 △210

当期純利益 － － － 8,907 8,907 8,907

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額

合計
1 1 － 8,258 8,258 8,261

平成18年11月30日残

高
10,042 9,897 2 13,398 13,400 33,340

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評

価差額金

平成17年11月30日残

高
79 － 25,158

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 2

利益処分による配

当
－ － △438

利益処分による役

員賞与
－ － △210

当期純利益 － － 8,907

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

558 2 560

事業年度中の変動額

合計
558 2 8,822

平成18年11月30日残

高
637 2 33,980
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(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

(2）その他有価証券

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。

(2）その他有価証券

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、全部純資産直入法により処理

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

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産

個別法による原価法

販売用不動産

同左

３　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 

建物 ：８～50年

車輌運搬具 ：　　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きま

しては、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

(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

(4）長期前払消費税

　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　繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）株式交付費

同左

(2）社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(2）社債発行費

同左

５　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

(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。

(2）役員退職慰労引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

　　　────── (3）役員賞与引当金 

　役員の賞与の支給に備えるため、役員

に対する賞与の支給見込額のうち、当事

業年度に帰属する額を計上しております。

 　　　 ────── (4) 契約損失引当金 

　売買契約等に基づき将来発生する可

能性のある損失に備えるため、当事業

年度末に必要と見込まれる損失発生見

込額を計上しております。

６　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

７　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

(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

(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

────── (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 主としてヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間における、ヘッジ対象

の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎として有

効性を判定しております。ただし、特

例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ等については、ヘッジ有効性判

定を省略しております。
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項目
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

８　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、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

前払消費税等に計上し、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

(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

前事業年度
（自　平成16年12月1日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月1日
至　平成18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。

１ 固定資産の減損に係る会計基準

　当事業年度より、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」（企業会計基準委員会

　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を

適用しております。これによる当事業年度の損益に与え

る影響はありません。

２ 　　　　　　　　　──────  ２　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、当事

業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 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。これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は,193百万円減少しております。

３ 　　　　　　　　　──────  ３　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

 当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）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

基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針

第８号）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33,977百

万円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、

改正後の財務諸表等規則により作成しております。
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前事業年度
（自　平成16年12月1日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月1日
至　平成18年11月30日）

４　　　　　　　　　──────  ４　ストック・オプション等に関する会計基準等

  当事業年度から、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成17年12月27日　企業会計基準適用指針第11号）を適用

しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、２百万円減少しております。　

－ 16 －



表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

（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。

（貸借対照表）

１ 前事業年度まで、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、当事業年度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、当事業

年度末の「関係会社株式」に含めた有限会社に対する持

分は、26百万円であります。

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。

２　前事業年度まで、流動資産の「その他の流動資産」に

含めて表示しておりました「前渡金」は、当事業年度に

おいて総資産額の100分の１を超えることとなったため、

区分掲記することにいたしました。なお、前事業年度末

における「前渡金」の金額は、368百万円であります。

　

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。

　　　

３　　　　　　　　　──────

 （損益計算書）

 ──────

 （損益計算書）

 前事業年度まで、営業外費用として表示しておりました

「新株発行費」は、当事業年度より、「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成

18年８月11日　実務対応報告第19号）の適用により、「株

式交付費」と表示することといたしました。
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追加情報 

前事業年度
（自　平成16年12月1日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月1日
至　平成18年11月30日）

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。

 １　　　　　　　　　──────

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。

２　　　　　　　　　 ──────

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。

３　　 　　　　　　　──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

※１　担保資産及び担保付債務

（１）　担保に供している資産

※１　担保資産及び担保付債務

（１）　担保に供している資産

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 3,190百万円

計 3,190百万円

(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 1,200百万円

計 1,200百万円

短期借入金 2,970百万円

計 2,970百万円

　　　　　　────── （３）　当社は下記の金融機関からの借入金について

子会社の不動産等（簿価合計49,770百万円）に

よる担保提供を受けております。

短期借入金 28,025百万円

１年以内返済予定長期借入金 9,701百万円

長期借入金 7,864百万円 

計 45,590百万円

　当該担保提供の対応債務金額45,590百万円のうち、

37,228百万円については、子会社による債務保証も

併せて受けております。

 なお上記以外の金融機関からの借入金のうち、

一部金融機関からの借入金410百万円については、

子会社による債務保証を受けております。 

　２　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。

　２　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。

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

有限会社パシフィック・グロー

ス・リアルティ
1,240百万円

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

株式会社中川工務店 930百万円 

計 7,170百万円

※３　授権株式数及び発行済株式総数 ※３　　　　　　　　　────── 

授権株式数 普通株式 618,848株

発行済株式総数 普通株式 208,768株
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前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

※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

計 56百万円

※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。

１年以内 208百万円

３年超５年以内 56百万円 

計 265百万円

※５　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債のうち主なものは、

次のとおりです。

差入敷金保証金 2,655百万円

※５　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債のうち主なものは、

次のとおりです。

差入敷金保証金 1,746百万円

　６　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。

 

　６　当社は効率的な資金調達を行うため貸出コミットメ

ント契約及び当座貸越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。

 （１) 貸出コミットメント契約  （１) 貸出コミットメント契約

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

貸出コミットメントの総額 48,200百万円 

借入実行残高 18,340百万円 

 差引額 29,860百万円 

 　　　　　　──────  （２) 当座貸越契約

当座貸越契約の総額 3,500百万円 

借入実行残高 3,410百万円 

 差引額 90百万円 

 なお、これらの契約の一部につきましては、金融機関

ごとに財務制限条項が付されております。（※10）

※７　配当制限

　商法施行規則第124条（利益配当における控除額）

第３号に規定する資産に時価を付したことにより増加

した純資産額は、79百万円であります。

※７　　　　　　　　　────── 

 ※８　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

産又は当該出資金の長期保有を目的をした事業性の出

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。

 ※８　長期事業目的有価証券

　同左
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前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

 ※９　　　　　　　　────── ※９ 「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事業年度末の主な資産及

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 

 ※10　　　　　　　　────── ※10　財務制限条項

  短期借入金及び1年以内返済予定長期借入金の合計額

のうち24,425百万円には、以下の財務制限条項が付さ

れており、各条項のいずれかに抵触した場合には、当

該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済

することがあります。（カッコ内は財務制限条項の対

象となる借入金額。）

  なお、複数の財務制限条項が付されている借入金があ

るため、下記①から②までの合計は、24,425百万円を超

えております。

 ①　純資産維持条項

 ・各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末に

おいて、連結貸借対照表における従来の資本の部の合

計に相当する金額を、それぞれ直前決算期末の金額の

75％以上に維持すること。各決算期末及び各中間決算

期末において、単体貸借対照表における従来の資本の

部の合計に相当する金額を、それぞれ直前決算期末の

金額の75％以上に維持すること。（短期借入金のうち

3,400百万円）

 ・各決算期末及び各中間決算期末において、単体及び連

結貸借対照表における純資産の部の金額から新株予約

権、繰延ヘッジ損益及び連結貸借対照表の場合には少

数株主持分の金額を控除した金額を、平成17年11月末

日の資本の部の金額もしくは直前各決算期末の純資産

の部から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び連結貸借対

照表の場合には少数株主持分の金額を控除した金額の

いずれかの金額の高い方の75％相当額以上に維持する

こと。（短期借入金のうち770百万円）

 ・各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び単

体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相当す

る金額を、平成17年11月末日における連結及び単体貸

借対照表における資本の部のいずれか大きい方の75％

の金額以上にそれぞれ維持すること。（短期借入金の

うち1,000百万円）
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前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

 ・各決算期末及び各中間決算期末において連結及び単体

貸借対照表における従来の資本の部の合計に相当する

金額を、それぞれ直前の中間期末、決算期末又は平成

17年11月末日における連結及び単体貸借対照表におけ

る資本の部のいずれか高い方の金額の75％以上に維持

すること。（短期借入金のうち14,170百万円）

 ・各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び単

体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相当す

る金額を、それぞれ直前各決算期末の金額の60％以上

に維持すること。（１年以内返済予定長期借入金のう

ち5,085百万円）

 ②　利益維持条項

 ・各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末に

おける連結損益計算書の経常損益がマイナスにならな

いこと。各決算期末及び各中間決算期末における単体

損益計算書の経常損益がマイナスにならないこと。

（短期借入金のうち3,400百万円）

 ・各決算期末において連結及び単体損益計算書の経常損

益がマイナスにならないこと。（１年以内返済予定長

期借入金のうち5,085百万円）

 ・各決算期末及び中間決算期末において連結及び単体損

益計算書の経常損益がマイナスにならないこと。（短

期借入金のうち15,940百万円）

 11　　　　　　　　──────  11　契約残高

 　　当社は、現在開発中又は開発予定の不動産について

当事業年度末以降に取得・引取する契約を締結してお

ります。当事業年度末以降の当該契約残高は62,056百

万円（うち一年超22,106百万円）であります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上高 2,744百万円

受取利息 979百万円

売上高 11,799百万円

受取利息 1,820百万円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

ソフトウェア 21百万円

※２　　　　　　　　―――――――

※３　 　　　　　　――――――― ※３　前期損益修正益の内訳は、次のとおりであります。

前期未払賞与過大計上取崩額 28百万円

前期売上修正額　　 90百万円 

計 118百万円 

※４　 　　　　　　――――――― ※４　前期損益修正損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

前期売上修正額　 75百万円 

計  75百万円 

※５　 　　　　　　―――――――  ※５　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 9,787百万円 

長期事業目的有価証券 449百万円 

計  10,236百万円 
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（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　有価証券

　前事業年度末（平成17年11月30日現在）及び当事業年度末（平成18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。
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③　税効果会計

項目
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債

の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

役員退職慰労引当金損

金不算入額
69百万円

未払賞与損金不算入額 83百万円

未払事業税損金不算入

額
148百万円

その他 11百万円

繰延税金資産合計 312百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差

額金

55百万円

繰延税金負債合計 55百万円

繰延税金資産（負債）の

純額
256百万円

繰延税金資産

役員退職慰労引当金損

金不算入額
87百万円

未払賞与損金不算入額 185百万円

未払事業税損金不算入

額
489百万円

契約損失引当金損金不

算入額
1,058百万円

長期事業目的有価証券

評価損
48百万円

その他 55百万円

繰延税金資産合計 1,926百万円 

繰延税金負債

その他有価証券評価差

額金

469百万円

繰延税金負債合計 469百万円

繰延税金資産（負債）の

純額
1,456百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用

後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該

差異の原因となった主要な項目

別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との差異が、法定実

効税率の100分の５以下であるため、記

載を省略しております。

　同左
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１株当たり純資産額        119,503円32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

１株当たり純資産額        54,243円67銭

１株当たり当期純利益 14,220円38銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
14,159円38銭

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

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 3,397 8,907

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) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,187 8,907

普通株式の期中平均株式数（株） 190,283 626,357

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 500 2,698

（うち新株予約権） (500) (2,698)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ 　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　1,406株

 　　　２．株式分割について

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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。

　（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

　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。

　（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）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

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％）

１　平成19年１月15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いたしました。

 

（１）募集株式の数

 普通株式　72,000株

（２）払込金額

 平成19年１月25日から平成19年１月30日までの間の

いずれかの日に決定する。

（３）増加する資本金及び資本準備金の額

 増加する資本金の額は１株につき上記（２）により

決定される払込金額の２分の１の額とし、計算の結

果１円未満の端数が生じた時はその端数を切り上げ

るものとする。増加する資本準備金の額は、1株に

つき当該払込金額から増加する資本金の額を差し引

いた額とする。

（４）募集方法

一般募集とする。

（５）申込期間

 平成19年１月31日から平成19年２月１日までとする。

 なお、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあ

る。

（６）払込期日

 平成19年２月１日から平成19年２月６日までの間の

いずれかの日とする。

（７）資金使途

 当社グループが新規に組成する不動産投資ファンド

の出資金の一部へ充当する予定であります。
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

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

 

 (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％）

２　平成19年１月15日開催の取締役会決議により、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3,000株の売出し）に関連する第三者割当

増資を行うことになりました。ただし、下記（５）に

記載の申込期日までに申込のない株式については、発

行を打ち切るものとします。

 

（１）募集株式の数

 普通株式　3,000株

（２）払込金額 

 公募による新株式発行（一般募集）の払込金額と

同一とする。

（３）増加する資本金及び資本準備金の額 

   増加する資本金の額は１株につき上記（２）によ

り決定される払込金額の２分の１の額とし、計算

の結果１円未満の端数が生じた時はその端数を切

り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、

1株につき当該払込金額から増加する資本金の額

を差し引いた額とする。

（４）割当先及び割当株数

 日興シティグループ証券株式会社　3,000株

（５）申込期日

  平成19年３月２日から平成19年３月６日までの間

のいずれかの日とする。ただし、公募による新株

式発行（一般募集）及び株式売出しの申込期間の

終了する日の翌日から起算して30日目の日の２営

業日後の日とする。

（６）払込期日 

 平成19年３月５日から平成19年３月７日までの間

のいずれかの日とする。ただし、上記（５）に記

載の申込期日の翌営業日とする。

（７）資金使途

 当社グループが新規に組成する不動産投資ファ

ンドの出資金の一部へ充当する予定であります。
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

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。

 

 (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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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

４　平成17年６月23日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のとおり株式分割による新株発行及び会社が発行す

る株式の総数の追加を行いました。

(1) 株式分割

　　① 分割方法

　　　平成17年11月30日最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載又は記録された株主に対し、平成18年１月

20日をもって、その所有株式１株につき３株の割合

で株式の分割（無償交付）を行う。

　　②分割により増加する株式の種類及び数

普通株式　417,536株

　　③増加後の発行済株式の総数

626,304株

　　④ 配当起算日

平成17年12月１日

　なお、株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当期における１株当たり情報につい

ては、それぞれ以下のとおりであります。

（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

（当事業年度） 

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

(２) 会社が発行する株式の総数の増加

 上記(1)の株式分割に伴い、平成18年１月20日付

をもって当社定款第５条を変更し、発行する株式

の総数を1,237,696株増加して1,856,544株といた

しました。
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

５ ゴルフ事業の拡大化を目的として、平成18年２月１日

にパシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社を設

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) 設立の目的

 当社グループが当該事業を展開するに当たりゴル

フ事業の統括会社として設立いたしました。 

 

  (２) 主な事業内容

 ゴルフ場の管理・運営業務

 

  (３) 資本金

 　100百万円

 

  (４) 取得する株式数

    2,000株

 

  (５) 株主構成

 当社（100％）
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７．役員の異動

(1）代表者の異動

該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動 

該当事項はありません。
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