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業績予想の修正に関するお知らせ 
 
 
 最近の業績の動向等を踏まえ，平成 18 年 11 月期（平成 17 年 12 月１日 ～ 平成 18 年 11 月 30 日）
の業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
 
１ 平成 18年 11 月期通期個別業績予想数値の修正（平成 17年 12 月１日 ～ 平成 18年 11 月 30 日） 

  （単位：百万円，％） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

前 回 発 表 予 想            （Ａ） 11,400 1,650 1,645 

今 回 修 正 予 想            （Ｂ） 13,274 1,611 1,629 

増  減  額          （Ｂ－Ａ） 1,874 △38 △15 

増 減 率            （％） 16.4 △2.3 △0.9 

（ご参考） 
前期実績（平成 17 年 11 月期） 

3,351 24 △2,090 

 
 



２ 平成 18年 11 月期通期連結業績予想数値の修正（平成 17年 12 月１日 ～ 平成 18年 11 月 30 日） 
（単位：百万円，％） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

前 回 発 表 予 想            （Ａ） 14,700 1,370 1,690 

今 回 修 正 予 想            （Ｂ） 17,255 1,004 1,425 

増  減  額          （Ｂ－Ａ） 2,555 △365 △264 

増 減 率            （％） 17.3 △26.6 △15.6 

（ご参考） 
前期実績（平成 17 年 11 月期） 

4,333 27 △2,089 

 

３ 修正の理由 

(1) 平成 18 年 11 月期通期個別業績予想数値の修正 

① 売上高 

当社は有価証券及び不動産等での投資運用を主たる事業としておりますが、主として、市場リスク

を勘案しながら、自己勘定での有価証券の運用を行った結果、売上高について当初業績予想を上回る

予定です。 

その結果、当事業年度における売上高は、前回予想 11,400 百万円から 1,874 百万円上回り、13,274

百万円となる見通しであります。 

 

② 経常利益及び当期純利益 

当初業績予想よりも売上構成が変化しており、結果として経常利益及び当期純利益に与える影響は

軽微となる見通しであります。 

 

 

 



(2) 平成 18 年 11 月期通期連結業績予想数値の修正 

① 売上高 

 「(1) 通期業績予想数値の修正 ① 売上高」で記載のとおり、主として、市中において自己勘定

での有価証券の運用を行った結果、当連結会計年度において、売上高は前回予想 14,700 百万円から

2,555 百万円上回り、17,255 百万円となる見通しであります。 

 

② 経常利益及び当期純利益 

 第一の主たる要因として、当社の子会社である日本アセットアドバンス株式会社において、当期に

計上を予定していた販売用不動産の売却が、次期以降にずれ込んだ一方で、次期以降で販売を予定し

ていた有形固定資産（固定資産として計上）が売却されたため、結果として、売上高及び経常利益が

減少し、特別利益が 164 百万円増加する予定であります。 

 また第二の主たる要因として国際投資事業（中国のマカオ市での不動産開発事業）において、業績

予想よりも、当初、予定していなかった費用 75 百万円の計上を余儀なくされたこと及び第三の主たる

要因として、期末において連結決算上、当社の投資先にかかる損失 54 百万円を認識した結果、業績予

想よりも経常利益が減少する予定であります。 

その結果、当連結会計年度における経常利益は、前回予想 1,370 百万円から 365 百万円下回り、1,004

百万円となる見通しであり、当期純利益は前回予想 1,690 百万円から 264 百万円下回り、1,425 百万円

となる見通しであります。 

 

以  上 
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Notice Regarding Revision to Performance Forecasts 
 
 

Based on the recent trend of our business performance, we revised our business forecasts 
as follows for the Year Ending November 2006 (December 1, 2005 - November 30, 2006). 

 
 
 
1. Revision of full-year individual performance forecast figures for the Year Ending 
 November 2006 (December 1, 2005 - November 30, 2006) 

(Unit: million yen, %) 
 Net sales Ordinary income Net income 

Previous forecast (A) 11,400 1,650 1,645 

Revised forecast (B) 13,274 1,611 1,629 

Change (B - A) 1,874 △38 △15 

Change (%) 16.4 △2.3 △0.9 
(Reference) 
Results for previous period 
(Year ending November 2005) 

3,351 24 △2,090 

 
 



2. Revision of full-year consolidated performance forecast figures for the Year Ending 
November 2006  (December 1, 2005 - November 30, 2006) 

(Unit: million yen, %) 
 Net sales Ordinary income Net income 

Previous forecast (A) 14,700 1,370 1,690 

Revised forecast (B) 17,255 1,004 1,425 

Change (B - A) 2,555 △365 △264 

Change (%) 17.3 △26.6 △15.6 
(Reference) 
Results for previous period 
(Year ending November 2005) 

4,333 27 △2,089 

 

3. Reason for revisions 
(1) Revision to the full-year individual performance forecast figures for the year ending 
November 2006  

1) Net sales 
We maintain investment management utilizing securities and real estate as our 

principal business.  However, by operating securities on our own account while taking 
market risks into consideration, net sales figures are expected to exceed original forecasts. 

As a result, net sales for the current business year of 13.274 billion yen, up 1.874 billion 
yen from the previous forecast of 11.4 billion yen are forecast.  

 

2) Ordinary income and net income 
The impact on ordinary income and net income is expected to be negligible due to the 

change of status of the sales breakdown from initial performance forecasts. 
 

 



(2) Revision to the full-year consolidated performance forecast figures for the year ending 
November 2006 

1) Net sales 
As stated in (1) Revision to the full-year performance forecast figures regarding net sales, 

mainly as a result of operating securities on the open market on own account, forecast 
figures for net sales for the current consolidated accounting period will be 17.255 billion 
yen, an increase of 2.555 billion yen from the previous forecast of 14.7 billion yen. 
 

2) Ordinary income and net income 
Net sales and ordinary income are foreseen to decrease due to the postponement of 

disposal of property for sale at our subsidiary Nippon Asset Advance Co., Ltd. planned in 
the current term to following terms. On the other hand, extraordinary income, an increase 
of 164 million yen is expected as a result of sale of tangible fixed assets (recorded as fixed 
assets) which were scheduled to be sold in next term onwards. This is the first principle 
factor. 

As for the second principle factor, in our international investment business; the real 
estate development project in Macau, China, an expenditure of 75 million yen which was 
not included in performance forecasts was obliged. Moreover, as a third principle factor, a 
loss of 54 million yen on our investment was recognized in the consolidated accounting for 
the end period. As a result, ordinary income decreased from forecasted performance 
figures. 

Accordingly, forecast figures for ordinary income in the consolidated accounting period 
will be 1.004 billion yen, a decrease of 365 million yen from the previous forecast of 1.37 
billion yen, and net income will be 1.425 billion yen, down 264 million yen from the 
previous forecast of 1.69 billion yen. 
 

 
 


