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

(1）連結経営成績 （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11月期 20,383 (888.2) 5,108 (369.3) 4,753 (336.0)

17年11月期 2,062 (238.0) 1,088 (404.1) 1,090 (412.4)

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

総資本
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 2,738 (339.0) 9,296 11 8,272 68 67.5 55.2 23.3

17年11月期 623 (623.7) 49,218 57 － － 63.3 57.9 52.9

（注）①持分法投資損益 18年11月期 △4百万円 17年11月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年11月期 294,562株 17年11月期 12,673株

 　　　平成18年３月21日付で株式１株につき２株、平成18年７月11日付で株式１株につき10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における平成17年11月期の「１株当たり当期純利益」は

　　　 2,460円93銭であります。

③会計処理の方法の変更 無

④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）連結財政状態 （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11月期 14,582 6,878 46.4 20,713 43

17年11月期 2,647 1,346 50.9 92,249 72

（注）期末発行済株式数（連結） 18年11月期 326,888株 17年11月期 14,596.4株

 　　　平成18年３月21日付で株式１株につき２株、平成18年７月11日付で株式１株につき10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における平成17年11月期の「１株当たり純資産」は

　　　 4,612円49銭であります。

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月期 16,288 △1,489 △7,994 9,129

17年11月期 551 △393 474 1,391

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 13社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ６社 （除外） ２社 持分法（新規） １社 （除外） ０社
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 ２．平成19年11月期の連結業績予想（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 14,300 2,100 1,200

通期 30,000 6,000 3,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　10,910円94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添付資料の15ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社13社により構成されており、ファンドの組成・運営等を行うアセットマネジメ　

ント事業、不動産物件への投資、上場企業・未上場企業への投資、証券仲介業務等を行うインベストメントバンク事業及

びその他事業を行っております。

　それぞれの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

 　

 株式会社ファンドクリエーション 

アセットマネジメント事業 インベストメントバンク事業 その他事業 

FC Investmen t  Ltd. 

（ファンドの運営管理） 

FC パートナーズ株式会社 

（証券投資等） 

ファインアートインベストメント 

株式会社 

（美術品投資等） 

ファンドクリエーション不動産投信株式会社 

（投資法人資産運用業） 

株式会社 FC インベストメント・ 

アドバイザーズ（証券仲介業） 

ファンドクリエーション投信投資顧問 

株式会社 

（投資信託委託業・投資顧問業） 

有限会社ヘレネ・プロパティー 

（不動産流動化業） 

有限会社ペレウス・プロパティー 

（不動産流動化業） 

有限会社トリトン・プロパティー 

（不動産流動化業） 

有限会社ヘラクレス・プロパティー 

（不動産流動化業） 

有限会社ヘルメス・プロパティー 

（不動産流動化業） 

FC-ST ファンド投資事業有限責任組合 

（証券投資等） 

上海創喜投資諮詢有限公司 

（投資コンサルティング） 
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２．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

　当社グループの事業は、ファンド組成・運営等を行うアセットマネジメント事業、不動産物件への投資、上場企業・未

上場企業への投資、証券仲介業務等を行うインベストメントバンク事業及びその他事業から構成されております。

　これらの事業を通して、当社グループは、投資家のニーズを汲み上げ、既存の金融商品に縛られない新しいアセットや

事業機会といった投資対象を投資家に対し紹介することにより、わが国のみならず世界経済発展に寄与することを目指し

ております。

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針

  当社は平成14年12月設立で社歴が浅く、業容拡大過程にあり、内部留保の充実による財務体質の安定と一層の業務拡大

が株主に対する最大の利益還元であると考え、これまで配当を行わない方針を採ってまいりましたが、この度、株式上場

による資金調達を行いまして一定の財務体質の充実は図られたと考えております。よって、当期につきましては、１株に

つき普通配当500円及びジャスダック証券取引所への上場記念配当500円とし期末配当金1,000円を予定しております。今後

の利益配分のあり方につきましては、一層の業容拡大と経営基盤の安定化を図ることを優先しながら経営成績及び財務状

態の推移や、今後の利益成長を十分に勘案し決定していく方針であります。

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

  投資単位の引き下げは、株式市場の流動性向上の観点から重要な経営課題のひとつと考えております。

　当社は、平成18年３月21日付で株式１株につき２株、平成18年7月11日付で株式１株につき10株の株式分割を行っており

ます。今後の投資単位の引き下げのあり方につきましては、株式市況の動向や当社の株価等を勘案しながら適宜判断して

まいります。

 

（４）目標とする経営指標

  当社グループは、アセットマネジメント事業におけるファンド純資産残高の積み上げを重要な経営指標のひとつとして

位置づけております。アセットマネジメント事業からの安定的な収益の確保により、当社グループの中長期的な成長を目

指すとともに、その安定的な収益を背景にインベストメントバンク事業における証券投資等や不動産投資等への投資活動

を行ってまいります。　

 

（５）中長期的な会社の経営戦略

 ①アセットマネジメント事業

  不動産ファンド事業につきましては、ファンド運用資産残高を拡大することで安定収益である管理報酬や運用報酬を計

上しつつ、新規物件の購入に伴うアクイジションフィーの計上を目指してまいります。証券ファンド事業につきましては、

新ファンドの開発を積極的に行い開発を増加させ、ファンド運用資産残高を拡大することで信託報酬、助言報酬及び管理

報酬を計上してまいります。

　ファンド事業においては、ファンド運用資産残高の積み上げが不可欠であり、そのため今後も、魅力的な商品開発を行

うとともに販売チャネルの拡充を図ってまいります。

 

 ②インベストメントバンク事業

  不動産投資等事業につきましては、不動産物件のデューディリジェンス力、ソーシング力の向上による優良物件の発掘

と売却を行ってまいります。証券投資等事業については、国内外の上場・未上場株式への投資を慎重かつ迅速に行ってま

いります。　 

 

（６）会社の対処すべき課題

 ①既存ファンドの拡大

 ア.ファンド運用資産残高の拡大

  当社グループでは、これまで国内外の不動産を投資対象としたファンド、国内外の上場株式及び未上場株式を投資対象

としたファンド等を管理・組成・運用しており、これらのファンドは、販売会社を通じて個人投資家や機関投資家等を中

心に販売されております。

　当社グループの収益の安定的な拡大の為には、ファンドの管理報酬、運用報酬及び各SPCからのアセットマネジメント

フィー等の安定収益の拡大が必要であり、さらにそれら安定収益の拡大のためには当社グループが管理・組成・運用する

ファンド運用資産残高の拡大が必要です。

　各ファンドの運用成績は、運用報告書や月次報告書等においてファンドの投資家に対して開示されており、ファンドの

運用成績を高く保つことによって、ファンドの運用資産残高の維持・拡大を図っていく必要があります。
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 イ.販売会社・引受会社の拡大　　

  当社グループは、幅広い販売会社の選定が可能となる特定の企業系列に属さないメリットを享受している反面、販売会

社をグループに持たないなどの特定の企業系列に属さない弱みも認識しております。

　当社グループが組成したファンドの販売会社は、平成16年11月期までにおいては藍澤證券株式会社のみでしたが、平成

18年11月期においては藍澤證券株式会社、水戸証券株式会社、ライブドア証券株式会社、日の出証券株式会社、アーツ証

券株式会社、リテラ・クレア証券株式会社、丸八証券株式会社、そしあす証券株式会社、極東証券株式会社、SBIイー・ト

レード証券株式会社、日興コーディアル証券株式会社及び株式会社西京銀行となりました。

　また、平成17年10月12日に東京証券取引所に上場したFCレジデンシャル投資法人の引受シンジケート団として日興シティ

グループ証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、藍澤證券株式会社、新光証券株式会社、日の出証券株式会

社、いちよし証券株式会社、水戸証券株式会社、東海東京証券株式会社、ライブドア証券株式会社及びリテラ・クレア証

券株式会社が引受会社となり、当社においては平成18年10月27日にジャスダック証券取引所への上場の引受シンジケート

団として、大和証券エスエムビーシー株式会社、日興シティグループ証券株式会社、藍澤證券株式会社、日の出証券株式

会社、丸八証券株式会社、いちよし証券株式会社、SBIイー・トレード証券株式会社、極東証券株式会社、新光証券株式会

社、そしあす証券株式会社、髙木証券株式会社、東海東京証券株式会社、水戸証券株式会社及びライブドア証券株式会社

が引受会社となりました。

　今後につきましても、投資信託においては、安定したトラックレコードを積み上げること及び新ファンドを積極的に開

発することにより販売会社の拡大を図ってまいります。

 

 ②事業範囲、投資対象等の拡大

  当社グループが組成した毎月分配型の不動産ファンドは、純資産も順調に拡大するなど、当社グループの収益の柱とし

て確立してまいりました。

　今後は、ファンドクリエーション不動産投信株式会社においては、FCレジデンシャル投資法人の運用資産の増加並びに

投資家への積極的なIR活動を行ってまいります。また、ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社においては、内国

投資信託の開発を積極的に取り組んでまいります。

　今後も、新しい投資対象、投資地域を持った様々なファンドを開発すること等により、ファンド運用資金の調達を多様

化することに取り組んでまいります。

 

 ③不動産物件のデューディリジェンス力・ソーシング力の向上

  不動産ファンド運用能力の向上においては、投資対象となる不動産等のデューディリジェンス力・ソーシング力（案件

発掘力）の向上が重要となります。

　デューディリジェンス力については、当社グループにおいては証券会社等の金融業界出身者が多数在籍しており、不動

産を「キャッシュ・フローのある金融商品」と位置付け、リスクリターン分析やキャッシュ・フロー分析を徹底して行う

ことにより、より精度を高めることが可能であると考えており、今後も当該分析にかかる能力の向上に取り組んで参りま

す。

　また、ソーシング力については、スピーディで確実な取引実績を積み重ねることにより不動産業界内での高いレピュテー

ション（評判）を獲得できるとの認識のもと、それらを実行した結果、平成18年11月30日までに当社グループがアセット

マネジメントを受託するSPC及び資産運用を受託する投資法人が取得した不動産等の売主は東証一部上場企業が７社、その

他上場企業が４社、未上場企業が18社の計29社と拡大しており、今後も引き続きソーシング力の強化を重視してまいりま

す。

 

 ④組織について

  当社グループはこれまで、多くの専門知識や豊富な経験を持った人材を確保し、事業を推進してまいりました。今後も

当社グループの事業を推進していく上で必要な専門知識と豊富な経験を持った有能な人材の確保に努めていく方針です。

また、会社規模が拡大してきており、個人のスキルに依存しがちになる現状から脱却すべく部単位で行われる会議やファ

ンド勉強会などによる情報共有、スキルの伝達、プロジェクトチーム編成によるOJTなどを実施し、個人の持つノウハウを

会社のノウハウとして蓄積していく方策を重視してまいります。 
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（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  当社では、コーポレート・ガバナンス構築の目的を、株主をはじめとしたステークホルダーに対し、自らの企業価値を

維持・向上させることにあると認識しております。このような考え方のもと、当社は、経営の迅速化・効率化・透明性等

向上のための社内諸体制の整備に努め、より確かなコーポレート・ガバナンスの構築を推進していく考えです。

　また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する現在までの具体的整備策としては、業務連絡会や新規プロジェクトミー

ティング及び各委員会等を設けてビジネス案件の審議機関を充実させ、以ってその業務監視機能を拡大させたほか、株主

等に対するIR活動等も含めた企業情報開示体制やその開示ツールとしてインターネット上のホームページを開設するなど、

当社設立より継続的にコーポレート・ガバナンス機能の充実を図ってまいりました。

　今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガバナンス機能を更

に強化していくことが経営の重要課題であると位置付けております。

 

 ②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

  ア．取締役会

  現在、取締役４名（うち１名は社外取締役）、監査役３名の体制となっており、毎月１回以上の取締役会を開催してお

ります。重要事項の決定に関しては、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、定例の取締役会では、月次

決算に関する予算と実績の比較検討を行い、経営判断の迅速化に努めております。 

 

  イ．執行役員制度

  当社では、原則として各部門の部長を執行役員とした執行役員制度を採用しております。毎月１回以上、執行役員をメ

ンバーとした業務連絡会を開催しております。業務連絡会では、経営的な諸問題・課題について意見交換を行っておりま

す。 

 

  ウ．監査役会

  当社の監査役会は３名（うち社外監査役２名）で構成され、毎月１回の監査役会に加え、随時必要に応じて臨時監査役

会及び監査役会を開催しております。 

 

  エ．監査役監査

  監査役監査の実施状況については、当社の各部門に対する監査のほか、子会社に対する監査も実施しており、それぞれ

の部門責任者、子会社の役員に対するヒアリングを実施しております。なお、監査役のうち２名は社外監査役となってお

ります。 

 

  オ．内部監査

  当社では、内部監査室長１名を配置した内部監査室を設置しております。内部監査室においては、当社の各部門及び関

係会社に対する内部監査を通じて会社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。

　また、社内の企業倫理・法令遵守を推進するためコンプライアンスオフィサーを任命しており、内部監査室長がこれを

兼務しております。

 

  カ．監査法人

  当社は、あずさ監査法人と監査契約を締結しております。監査業務を執行する公認会計士は、小田哲生氏、寺田昭仁氏

となっております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、会計士補４名であります。

　なお、継続監査年数については、全員７年以内のため記載を省略しております。

 

  キ．弁護士

  当社は、日常業務において法令遵守が実行できる環境を整えるべく２名の顧問弁護士と顧問契約を締結しております。

　また、株主総会、取締役会、監査役会、内部監査室といった機関を適切に機能させ、企業としての適法な運営を行って

います。

 

－ 6 －



 株主総会 

取締役会 監査役会 

会
計
監
査
人 

代表取締役 

内部監査室 

会計 
監査 

各業務部門 

顧
問
弁
護
士 

助

言 

連携 

連携 

連携 

選任・解任 選任・解任 

監査 

子会社 

監査 

指示 
報告 

 

 ③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

  監査法人との連携については、監査法人から経営者に対して半期ごとに行われる監査報告に、監査役、内部監査室長が

臨席し、会計監査の過程、結果を確認しております。

 

 ④リスク管理体制の整備状況

  当社は、企業活動を行うにあたり、法令遵守した行動をすることが重要であると考えております。

　運用については、コンプライアンス委員会において、管理・モニタリングが行なわれ、取締役会で承認されました「コ

ンプライアンス規程」、「リスクマネジメント基本規程」、「事故処理規程」に基づき、社内における企業倫理の徹底に

取り組んでおり、弁護士・監査法人・顧問税理士等の外部機関より適宜アドバイスを頂く体制も構築しております。

　また、危機管理体制としましては、外部の危機管理会社とコンサルティング契約を締結しております。このほか、当社

の経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合には、迅速に必要な初期対応を行い、損害・影響等を「危機管理

基本規程」、「大規模災害発生時緊急時対応計画」に基づき最小限にとどめる体制を整えております。

 

 ⑤社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

  当社の社外取締役は、大石敦であり、同氏は現在、藍澤證券株式会社の投資銀行部長及びアイザワ・インベストメンツ

株式会社代表取締役社長であります。当社と藍澤證券株式会社との間の人的関係については、同氏を当社の社外取締役に

招聘しているほか、従業員２名の出向受入があります。また、資本関係としては、藍澤證券株式会社は当社の議決権の

10.7%を持つ主要株主であります。また、社外監査役である佐藤貴夫は新株予約権を２個、小芦厚生は新株予約権を３個保

有しておりますが、それ以外に当社との間に資本的関係、取引関係はありません。

　さらに、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズと藍澤證券株式会社との間には、証券仲介業に係る取引関係が

あります。また、人的関係については、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズから３名が藍澤證券株式会社に出

向しております。その他の利害関係としては、当社グループが組成し、管理・運用するファンドの多くは、藍澤證券株式

会社が販売会社となっております。 

 

 ⑥役員報酬の内容

 　当社の社内取締役及び社内監査役に対する報酬は、63,032千円であり、社外取締役及び社外監査役に対する報酬は、

 2,400千円であります。
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 ⑦監査報酬の内容

  当社のあずさ監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の内容は監

査報酬20,000千円であり、これ以外の業務に基づく報酬の内容は、コンフォートレター作成にかかる報酬1,000千円であり

ます。

 

（８）事業等のリスク

  以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考

えられる主な事項を記載しております。また、当社グループとして必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項につき

ましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から

以下に開示しております。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したも

のであります。

 

 ①当社グループの事業特有のリスクについて

  当社グループは、様々なアセットを投資対象とする投資信託等を組成・管理・運用するアセットマネジメント事業、自

己の勘定によって不動産や企業等に投資するインベストメントバンク事業、その他事業を展開しております。それぞれの

事業特有のリスク要因として、主に以下の事項が想定されます。 

 

 ア．アセットマネジメント事業

  a．市況の動向について

　当社グループでは、平成14年12月の当社設立以来、「投資家のニーズに立脚した魅力的なファンドの開発」を事業コン

セプトに、新しい投資対象、新しい事業機会を発掘し、金融技術や社内外のプロフェッショナルな人材及びノウハウを活

用し、様々なファンドを投資家に提供しております。

　当社グループのアセットマネジメント事業においては、特定の投資対象に限定せず、投資家のニーズに合った新たな金

融商品の開発に取り組んでいるため、不動産市場や株式市場など、特定の市場動向に左右されない事業展開を考えており

ます。しかしながら現状での当社グループの営業収益は不動産ファンドに大きく依存しており、不動産市場において当社

グループに悪影響を及ぼす市場動向が見られた場合や、急激な変動が見られた場合などは当社グループの経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。

　当社グループではこれまでに、国内外の不動産、株式及び未上場株式等を投資対象とするファンドを組成し、管理・運

用を行っておりますが、今後も、投資対象を幅広く選定し、特定の市場動向から受ける影響を低く抑えていく方針であり

ます。

 

  b．藍澤證券株式会社との取引関係について

  当社グループが管理・運用する各ファンドの募集について、平成16年11月期までは藍澤證券株式会社に100％依存してお

りましたが、新たな販売チャネルの構築による投資家層の拡大を図るため、販売会社の拡大に努めました。その結果、平

成17年11月期における藍澤證券株式会社に対する募集額の依存度は80.7％、平成18年11月期は77.9％となっております。

今後につきましては、更なる販路の拡大に努める一方で、引き続き同社との関係の緊密化も図っていくことから、藍澤證

券株式会社の募集状況の如何によっては、当社グループが管理・運用するファンドの募集動向に影響を及ぼす可能性があ

ります。また、何らかの要因により同社の当社グループとの関係に関する方針が変更され、同社との取引が減少した場合、

あるいは同社との取引関係が継続できなくなった場合には、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

  c．特定のファンドへの依存について

  当社グループでは、平成16年11月期における連結営業収益の64.3％が『FCレジット-レジット不動産証券投資信託』（以

下「レジット」という）から派生的に発生する報酬等で占められておりましたが、新たな収益源の確保による経営の安定

化を図るため、取扱いファンド数を増加させるなどの施策を実施しました。その結果、平成17年11月期における『レジッ

ト』から派生的に発生する報酬等の連結営業収益に占める割合は48.9％、平成18年11月期は2.6％となっております。今後

につきましては、更なる収益の分散化に努める一方で、引き続き『レジット』の運用資産の増大を図っていくことから、

『レジット』の募集額が減少した場合には、当社グループにおけるアセットマネジメント事業の経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。
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  ｄ．一時的な収益への依存について

  当社グループの主力商品である『レジット』から派生的に発生する報酬等のうち最も比率の高い報酬がアクイジション

フィーです。アクイジションフィーは不動産等を保有するSPCが不動産等を取得する際に発生する一時的な報酬であり、継

続的には発生しません。従って、各SPCによる不動産等の取得が進まなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

 イ．インベストメントバンク事業

  a．不動産投資等部門について

  不動産投資等部門においては、匿名組合出資を通じリスクを出資額に限定しながら不動産等への投資を行っております

が、当該投資には、不動産市況の変化、地震などの不可抗力を起因として期待通りのリターンを得られない場合や投資資

金が回収できない場合があります。また、不動産等の投資を行うSPCを連結対象としているため、SPCが持つ不動産等の売

却が想定通り進まなかった場合、当社の業績に影響を与える場合があります。 

 

　ｂ．証券投資等部門について

  証券投資等部門においては、「中堅上場企業、優良未上場企業をターゲットとした、高度な金融ソリューションの提供」

を事業コンセプトに、上場企業、未上場企業等に対する投資を行っております。その際、成功報酬としての意味合いを持

たせるため、対価として株式及び新株予約権を得るとともに、コンサルティングサービスを提供することによって、成功

の度合いを高めるよう努めております。しかし、必ずしも当社が想定したリターンを得られる保証はなく、株式市場の動

向等によってはコンサルティングサービスにかかるコストのほか、有償で株式等を得た場合にはその取得コストが、当社

の損失となる場合があります。

  また、当社グループが行う事業で、投資家と直接の接点を持つ業務は、証券仲介業のみです。一般的に証券仲介業を行

う事業者は、当該事業者が営む本業の顧客に対し、付加的なサービスとして有価証券の売買の仲介等を行っています。し

かし当社グループの行う証券仲介業においては、多くの機関投資家及び個人投資家とのコネクションを活かし、それら機

関投資家及び個人投資家を顧客とすることにより事業を行っております。

　証券仲介業においては、直接顧客と接することから、法令の遵守に特に留意する必要があり、平成18年11月30日現在、

営業活動を行う従業員２名の他に、その業務遂行状況を監視する目的の従業員を１名配置しておりますが、不測の事態に

より法令を遵守できなかった場合、当社グループの信用を損ね、当社グループの損失となる場合があります。

 

 ②当社グループの業績推移等について

  当社グループは社歴が浅く、期間業績の比較を行うための十分な数値が得られません。また、平成16年11月から本格的

にアセットマネジメント事業を展開したため、営業収益の構成内容、構成比率、利益率が大きく変化しております。した

がって、過年度の財政状態及び経営成績は、今後の当社グループの業績を判断するのに不十分な面があります。

 

 
第１期

(平成15年11月期)

第２期

(平成16年11月期)

第３期

(平成17年11月期)

第４期

(平成18年11月期)

（連結）     

   売上高（千円）         　　　 － 610,318 2,062,738 20,383,202

   経常利益（千円）   　　　　　　 － 212,741 1,090,136 4,753,062

   当期純利益（千円）   　　　　　　 － 86,190 623,747 2,738,283

   純資産（千円）   　　　　　　 － 624,906 1,346,513 6,878,281

   総資産（千円）   　　　　　　 － 1,120,994 2,647,734 14,582,218

（単体）     

   営業収益（千円） 126,611 603,642 1,364,731 5,667,564

   経常利益（千円） 44,666 260,575 678,846 4,805,857

   当期純利益（千円） 24,900 131,009 382,480 2,784,263

   純資産（千円） 45,821 671,104 1,158,830 6,631,782

   総資産（千円） 155,772 1,149,569 2,285,864 9,942,750
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 ③当社グループを取り巻く経営環境について

　ア．外部環境の変化について

  当社グループでは、今後も投資家の資金運用ニーズは多様化し続けていくものと認識しております。当社グループは、

それらの投資家のニーズに応えるため、新たなファンドタイプの開発、新たな投資対象の発掘を進めていく必要があると

考えております。今後も事業開発部を中心に、新たなファンドの開発に取り組んでいく方針でありますが、当社グループ

の事業は、金利動向、不動産価格の変動、法改正など、経済情勢の影響を強く受ける側面があり、また当社グループが組

成する金融商品に対する投資家のニーズが継続する保証はありません。当社グループを取り巻く外部環境又は投資家のニー

ズが変化し、当社グループが十分に対応できなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性がありま

す。

 

　イ．競合について

  a. アセットマネジメント事業について

  当社グループが行うアセットマネジメント事業においては、大手銀行や証券会社を中核とした金融グループに属するア

セットマネジメント会社、不動産等の特定の業務に特化したブティック型（専門型）のアセットマネジメント会社などが

競合として挙げられます。

　その中で当社グループは、比較的小規模であり、それぞれ特色あるファンドに限定して取り組むとともに、必要な人材

を確保し、または外部の専門家を活用することによって、投資家のニーズに対応する点に特色があるものと認識しており

ます。

　しかしながら当業界では、金融技術の発展や法改正を含む業界環境の変化のスピードが速く、環境変化に対する速やか

な対応ができない場合、当社グループの商品開発力等が他社に比べ劣後することにより当社グループの経営成績に影響を

与える可能性があります。

 

  b. インベストメントバンク事業について

  当社グループが行うインベストメントバンク事業は、不動産への投資や株式などの有価証券への投資が主な内容であり、

競合・新規参入は多数挙げられます。

　当社グループでは創業以来培ってきたソーシング力を背景に、独自の案件を発掘して参りましたが、今後さらに競合・

新規参入等が増加し、案件の獲得競争が激化した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

 

 ④法的規制について

  当社グループの主要事業であるアセットマネジメント事業は、各種の法令や業界団体による自主規制ルールによる規制

を受けており、現時点で直接規制の対象となる主な法的規制は以下の通りです。

 

  ア．「信託業法」

  当社は信託受益権のアセットマネジメント契約に基づき、不動産信託受益権の販売活動の代行をしております。平成16

年12月30日施行の信託業法の改正により、信託受益権販売業者制度が創設され、当社は信託受益権の販売の代理を行って

いることから、改正後の信託業法に基づく信託受益権の販売またはその代理・媒介を行う「信託受益権販売業者」に該当

するため、平成17年４月４日に信託受益権販売業者の登録を行っております。

 

  イ．「証券取引法及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」

  当社は「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」により、投資顧問業者（助言）として登録しており、当社

グループのファンドクリエーション投信投資顧問株式会社においては、投資顧問業者（一任）として認可を受けておりま

す。

 

  ウ．「投資信託及び投資法人に関する法律」

  ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社及びファンドクリエーション不動産投信株式会社において行うアセット

マネジメント事業が投資信託及び投資法人に関する法律の規制対象となります。両社ともに投資信託及び投資法人に関す

る法律第６条に基づく投資信託委託業者・投資法人資産運用業者の認可を受けており、投資信託委託業者・投資法人資産

運用業者として金融庁からの監督を受けています。
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  また、以下の法的規制は現在規制の対象となっていたり、現在直接規制の対象となっていなくても、今後の法改正、当

社グループの業務範囲の拡大等によっては、新たに法的規制の対象となる可能性があります。

　当社グループは現時点の規制に従って業務を遂行していますが、将来における法律、規則、政策、実務慣行、法改正及

びその他の政策の変更並びにそれらによって発生する事態が、当社グループの業務運営や経営成績等に影響を及ぼす可能

性があります。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予測することは困難であり、

当社がコントロールしうるものではありません。

　現時点で想定されるそれら法的規制には、以下のものが挙げられます。

「証券取引法」

「資産の流動化に関する法律」

「不動産特定共同事業法」

「宅地建物取引業」

「貸金業の規制等に関する法律」

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」

「金融商品販売法」

「信託業法」

 　当社グループが得ている主な許可・認可・登録は以下のとおりであります。

　 これらの各種許認可等の取消事由等に該当する何らかの問題が発生した場合には、業務停止命令や許認可等の取消処

 分を受ける可能性があります。

 

関係法令 会社名 許認可(登録)番号

 許可・認可

　　

・登録の別

有効期限

 宅地建物取引業法

 株式会社ファンドクリエーション  東京都知事
免許

 平成16.９.４～

 (１)第83523号  平成21.９.３

 ファンドクリエーション  東京都知事 
免許

 平成16.５.１～

 不動産投信株式会社  (１)第83078号  平成21.４.30

 宅地建物取引業法（取引一任

 代理等）

 ファンドクリエーション  国土交通大臣
認可

 平成17.１.13取得

 不動産投信株式会社  第29号 　(有効期限なし)

 株式会社ファンドクリエーション  関東財務局長
登録

 平成15.９.４取得

  第1167号 　(有効期限なし)

 有価証券に係る投資顧問業の  ファンドクリエーション

 投信投資顧問株式会社

 関東財務局長
登録

 平成10.９.30取得

 規制等に関する法律（助言）  第822号 　(有効期限なし)

 FCパートナーズ株式会社  関東財務局長
登録

 平成18.10.13取得

 第1608号 　(有効期限なし)

 有価証券に係る投資顧問業の  ファンドクリエーション  金融再生委員会
認可

 平成12.６.20取得

 規制等に関する法律（一任）  投信投資顧問株式会社  第29号 　(有効期限なし)

 投資信託及び投資法人に関す  ファンドクリエーション  内閣総理大臣
認可

 平成17.10.３取得

 る法律 (投資信託委託業）  投信投資顧問株式会社  第52号 　(有効期限なし)

 投資信託及び投資法人に関す  ファンドクリエーション  内閣総理大臣
認可

 平成17.３.４取得

 る法律(投資法人資産運用業） 不動産投信株式会社  第39号 　(有効期限なし)

 信託業法(信託受益権販売業）
 株式会社ファンドクリエーション  関東財務局長

登録
 平成17.４.４～

 (売信)第12号  平成20.４.３

 貸金業の規制等に関する法律
 株式会社ファンドクリエーション  東京都知事

登録
 平成17.４.27～

 (１)第29293号  平成20.４.27

 証券取引法（証券仲介業）
 株式会社FCインベストメント・  関東財務局長

登録
 平成16.９.21取得

 アドバイザーズ  (仲)第38号 　(有効期限なし)
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 ⑤今後の事業展開について

  平成17年４月からのペイオフ全面解禁、超低金利の長期化などを背景に、資産運用ニーズは多岐にわたるようになりま

した。平成17年11月に施行された投資信託及び投資法人に関する法律の改正により不動産を対象とする投資信託の組成が

可能となり、平成18年６月７日には国会で、金融商品取引法（投資サービス法）が成立し、多様な形態のファンドに対し、

透明性の高い運用体制の構築が求められる環境が広がっております。

　このような業界環境の中、当社グループは今後、更に事業規模を拡大していくための重要課題として、①既存ファンド

の拡大、②事業範囲、投資対象等の拡大、③専門知識や豊富な経験を持った人材の確保・育成・組織化、④不動産ファン

ド運用の強化の４つの事項を挙げ、取り組んでおります。

　これらの具体的な方針については、「(６)会社の対処すべき課題」に記載のとおりでありますが、これらの施策が有効

に機能しない場合には、当社グループの財政状態、経営成績に影響を与える可能性があります。

 

 ⑥当社グループの事業体制について

　ア．小規模組織であることについて

  当社グループは、平成18年11月30日現在、従業員71名（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グルー

プ外から当社グループへの出向者を含む、派遣社員含む）と少人数であり、内部管理体制も当該組織規模に応じたものと

なっております。今後も事業規模の拡大に合わせて、更なる組織的な内部管理体制の充実を図る方針でありますが、想定

どおりに必要となる人員の確保ができず、社内管理体制の充実が円滑に進まなかった場合には、当社グループの事業活動

及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

　イ．代表取締役社長田島克洋への依存について

  当社は、代表取締役社長田島克洋が、平成14年12月に設立し、現在に至るまで当社の経営に携わり、業容を拡大させて

参りました。また、顧客獲得のためのマーケティングや商品開発においても深く関与しており、一方社長として会社全般

を統轄しております。

　当社では、同人への過度な依存を改善すべく事業体制の整備を行って参りましたが、何らかの理由により同人が退職、

もしくは業務遂行が困難になる事態が生じた場合には、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

　ウ．特定の運用者への依存について

  ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が委託者として設定・運用している「黒田アクティブジャパン」、「黒

田アクティブアルファ」、「山田ジャパンストラテジー」、「山田アクティブファンド」、「古橋オリジナル」は、各ファ

ンドのファンドマネージャーの名前を冠しており、それぞれのファンドマネージャーを中心として運用しております。

　各ファンドマネージャーの運用手法を会社に帰属させるべく事業体制の整備を行って参りましたが、何らかの理由によ

り各ファンドマネージャーが退職、もしくは業務遂行が困難になる事態が生じた場合には、当社グループの事業活動及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 ⑦コンプライアンスの徹底について

  当社グループが営む業務には様々な法的規制や業界団体による自主規制ルールがあり、これらを企業として遵守するこ

とのみならず、役職員一人一人に強いモラルが求められていると考えております。当社グループの役職員に対しては、コ

ンプライアンス研修等を通じてコンプライアンスの徹底を図っております。

　しかしながら、役職員による不祥事等が発生した場合には当社企業グループのイメージ、レピュテーション（評判・風

評）が失墜し、当社企業グループの事業活動及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループで何らかの問題が発生したり、管理・運用しているファンドの運用成績の悪化等により、訴訟等を

提起される可能性も否定できません。このような場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 ⑧人員の確保・育成について

  当社グループが営む業務は、いずれも専門的知識と多くの経験を必要とし、それらのスキルを持つ人材の確保・育成が、

当社の経営上の重要な課題と認識しております。当社では、今後も事業の拡大に伴い、積極的に優秀な人材を採用し、育

成していく方針であります。しかし、人材の確保・育成が当社の想定どおりに円滑に進まなかった場合には、当社グルー

プの今後の事業の拡大に影響を及ぼす可能性があります。

　また、人員の確保・育成が順調に行われた場合でも、採用費、人件費等のコスト負担が増加する場合も想定され、その

場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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 ⑨配当政策について

  当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、利益還元のあり方につきましては、

経営成績及び財政状態の推移や、今後の事業計画等を十分に勘案しながら総合的に決定することとしております。当期に

つきましては、創業以来初めてとなりますが、１株当たり普通配当500円及びジャスダック証券取引所への上場記念配当

500円とし期末配当金1,000円の実施を予定しております。

　今後につきましても、株主の皆様への利益還元を目指していきますが、業績の動向や資金需要等により配当を実施しな

い可能性もあります。

 

 ⑩新株予約権について

  当社は、当社グループの役職員、外部協力者に対して、新株予約権の付与を行っております。平成18年11月30日現在、

新株予約権による潜在株式数は23,300株であり、発行済株式数及び新株予約権による潜在株式数の合計350,188株の6.7％

に相当します。今後も従業員のモチベーション向上等の理由から新株予約権の付与を行う可能性があり、既に付与された

又は今後付与される新株予約権の権利行使が行われた場合、当社株式価値の希薄化をもたらします。

　また、会社法施行日以降に付与されるストックオプションについては費用計上が義務付けられるため、今後ストックオ

プションを付与した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 ⑪個人情報保護法について

  当社グループは業務上、投資家や当社グループにてアセットマネジメントを行う物件の入居者の個人情報を保有してお

り、業務拡大に伴いその量が増加すると予想されます。当社グループとしては、内部の情報管理体制の拡充により個人情

報保護に傾注しておりますが、不測の事態により個人情報の漏洩等があった場合、当社グループへの損害賠償の請求や信

用、レピュテーションが低下し、事業活動及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

 ⑫システムトラブル等について

  当社グループは、ファンドの管理・運用においてコンピュータシステムや通信ネットワークを使用しております。これ

らのうち基幹システムは、回線の二重化を図るなどの策を講じており、また現在までシステムトラブル等による重大な問

題は発生しておりませんが、ハードウェア、ソフトウェアの不具合や人為的ミス、天災、停電等によりコンピュータシス

テムに障害が発生したり、自然災害や事故等によって通信ネットワークが切断された場合、当社グループの事業活動及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 ⑬特別目的会社に対する会計ルールについて

  当社グループは、不動産等の取得等を行うにあたり、特別目的会社（SPC)を活用しております。当連結会計年度より、

「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年９

月８日　実務対応報告第20号）を適用し、当社グループが不動産等の取得等を行うために設立するSPCについて、その匿名

組合出資割合及び支配力等の影響度合いを勘案しSPCを連結の対象といたしましたが、今後もSPCについての会計ルールの

変更が生じる可能性があります。その場合、当社グループの会計処理方法にも変更が生じ、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を与える可能性があります。
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３．経営成績及び財政状態
 （１）経営成績

  当連結会計年度における国内経済は、原油価格の高騰等の不安定要素を孕みつつも、企業収益が順調に改善しており、

それに伴い個人消費や雇用情勢に改善による個人消費の回復が見られる等全体的に緩やかな景気回復基調にありました。

　当社グループの主要事業である不動産ファンド業界においては、企業の景気回復によるオフィス需要の拡大とそれに伴

う賃料の上昇を背景に、J-REITや私募不動産ファンド間での優良物件獲得競争が激化いたしました。また、株式市場にお

いては、日経平均株価は、企業不祥事や会計不信等の悪材料があったものの、外国人投資家の投資等があり、上昇・下落

を繰り返しながら横ばいで推移しました。一方で、個人投資家が中心の新興市場においてはライブドア・ショック等の悪

材料により、東証マザーズ指数が2,032ポイントから1,152ポイントへ下落する等厳しい状況となりました。

　このような状況の中、当社グループにおいては、アセットマネジメント事業及びインベストメントバンク事業を中心に

ビジネスを展開しました。

　アセットマネジメント事業のうち、不動産ファンドにつきましては、当社グループの主力商品である『レジット』は順

調に残高が増加しました。また、ファンドクリエーション不動産投信株式会社が資産運用業務を受託する「FCレジデンシャ

ル投資法人」（東京証券取引所上場）が新たな物件の組入れを行いました。証券ファンドにつきましては、ファンドクリ

エーション投信投資顧問株式会社が『山田ジャパンストラテジー』、『古橋オリジナル』、『黒田アクティブアルファ』

と新たに３本の内国投資信託の設定をいたしました。また、FC Investment Ltd.が外国投資信託として、『フェイム－ア

イザワ トラスト ベトナムファンド』（以下、「ベトナム」）を設定しました。

　インベストメントバンク事業につきましては、不動産投資等で当社グループが匿名組合出資を行っているSPCによる不動

産の取得及び売却等や証券投資等で保有する株式の売却を行い順調に業務を拡大しました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は20,383,202千円（前年同期比888.2%増）、営業利益は5,108,656千円（前年同期

比369.3%増）、経常利益は4,753,062千円（前年同期比336.0%増）、当期純利益は2,738,283千円（前年同期比339.0%増）

となりました。

 

 <アセットマネジメント事業>

  東京都心の居住系賃貸物件等を収益源とする公募の毎月分配型外国投資信託『レジット』、主として中国の未上場株式

を対象とした『FCJ－トラスト上場期待中国株ファンド』（以下、「上場期待中国株ファンド」）及び証券ファンド等の拡

大により、グループにおける当期末のファンド残高は909億円（一部円換算、ＵＳ＄1.00＝116.48円）となりました。

　その結果、『レジット』等の不動産ファンドにおけるアクイジションフィー及びアセットマネジメントフィー等418,918

千円、ファンドクリエーション不動産投信株式会社おけるFCレジデンシャル投資法人の運用報酬等127,223千円、ファンド

クリエーション投信投資顧問株式会社におけるファンドの助言報酬等243,668千円、FC Investment Ltd.におけるファンド

の管理報酬等160,218千円の計上等により、アセットマネジメント事業における売上高は1,444,111千円（前年同期比4.0%

減）、営業利益は590,918千円（前年同期比38.7％減）となりました。

 

 <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、当社グループが匿名組合出資を行っているSPCが保有する不動産等の売却活動などを行い

ました。

　証券投資等部門においては、アドバイザリー契約に基づく企業へのコンサルティングや保有する株式の売却、株式会社

FCインベストメント・アドバイザーズにおいて証券仲介業務などを行いました。

　その結果、不動産投資における不動産等の売却18,673,964千円、証券仲介業による収益93,909千円の計上等により、イ

ンベストメントバンク事業における売上高は18,877,941千円（前年同期比3,366.6%増）、営業利益は5,074,513千円（前年

同期比1,103.4%増）となりました。

 

 <その他事業>

  その他事業においては、SPCの設立代行業務などを行いました。また、ファインアートインベストメント株式会社におい

て美術品の売却を行いました。

　その結果、会社設立代行の手数料等4,300千円、美術品の売却57,188千円の計上等により、その他事業における売上高は

75,246千円（前年同期比455.3%増）となり、営業損失5,896千円（前年同期比75.5％減）となりました。
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 （２）財政状態

 キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主に税金等調整前当期純利益の増加や株式公開

による公募増資、販売用不動産の売却等により前連結会計年度に比べ6,803,631千円増加しました。このほか、連結範囲の

変更に伴う資金の増加が934,087千円発生し、当連結会計年度末は9,129,271千円になりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動によって得られた資金は、16,288,279千円（前年同期比2,851.8%増）となりました。主な要因は、法人税等の

支払467,810千円、支払利息299,887千円等の支出された資金がある一方、インベストメントバンク事業におけるたな卸資

産の減少12,057,604千円及びインベストメントバンク事業を中心とした好調な業績を反映し、税金等調整前当期純利益が

4,780,657千円計上されたことによります。

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動に使用された資金は、1,489,589千円（前年同期比278.1%増）となりました。主な要因は、連結範囲の変更を伴

う子会社株式及びその他の関係会社有価証券取得による支出1,282,483千円、その他の関係会社有価証券の取得100,000千

円が計上されたことによります。

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動によって使用された資金は、7,994,398千円（前年同期は474,855千円の獲得）となりました。主な要因は、株

式公開にともなう一般公募増資による収入2,717,022千円がある一方、短期借入金の返済14,721,600千円があったことによ

ります。

 

 （３）来期の見通し

  当社グループの来期の業績の見通しは、アセットマネジメント事業においては、既存ファンドの運用資産残高を増加さ

せつつ新たに魅力的なファンドの開発を引き続き行ってまいります。また、インベストメントバンク事業の不動産投資等

においては、来期も不動産の都心一極集中投資の傾向は続き、Ｊ－ＲＥＩＴや私募不動産ファンド間での優良物件獲得競

争も強まるものと見込まれますが、当社グループは、株式公開により向上した知名度と迅速な経営判断を活かして優良な

物件を獲得し売却活動を行ってまいります。証券投資等においては、Ｍ＆Ａも視野に入れた積極的な企業投資を行ってま

いります。

  以上により、平成19年11月期における連結業績の見通しは、売上高30,000,000千円、経常利益6,000,000千円、当期利益

3,500,000千円、単体業績の見通しは、営業収益6,500,000千円、経常利益5,400,000千円、当期利益は3,200,000千円を見

込んでおります。

  なお、配当予想は、１株につき500円と見込んでおります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年11月30日）
当連結会計年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※３  1,391,552   9,129,271  7,737,718

２. 売掛金   297,718   114,334  △183,384

３．有価証券   －   143,729  143,729

４．営業投資有価証券   259,455   122,680  △136,775

５．たな卸資産 ※３  65,998   3,785,793  3,719,795

６．繰延税金資産   9,103   165,583  156,480

７．その他   33,429   223,685  190,255

流動資産合計   2,057,258 77.7  13,685,079 93.9 11,627,820

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(１)建物及び構築物  50,186   51,705    

減価償却累計額  2,911 47,274  6,787 44,918  △2,356

(２)工具器具及び備品  37,696   46,845    

減価償却累計額  7,502 30,193  16,353 30,491  297

有形固定資産合計   77,468 2.9  75,409 0.5 △2,058

２．無形固定資産         

(１)営業権   39,747   19,873  △19,873

(２)連結調整勘定   －   112,985  112,985

(３)その他   2,229   1,851  △377

無形固定資産合計   41,976 1.6  134,710 0.9 92,734

３．投資その他の資産         

(１)投資有価証券 ※１  188,350   367,809  179,459

(２)長期貸付金 ※１  5,000   ―  △5,000

(３)敷金保証金   180,780   198,448  17,667

(４)破産更生債権等   30,141   112  △30,029

(５)繰延税金資産   63,540   89,138  25,597

(６)その他   18,719   31,510  12,791

貸倒引当金   △15,500   ―  15,500

投資その他の資産合計   471,031 17.8  687,018 4.7 215,987

固定資産合計   590,475 22.3  897,139 6.1 306,663

資産合計   2,647,734 100.0  14,582,218 100.0 11,934,483
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前連結会計年度

（平成17年11月30日）
当連結会計年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

 Ⅰ　流動負債         

１．短期借入金   288,000   2,506,400  2,218,400

２．１年以内返済予定
の長期借入金

  138,396   132,211  △6,185

３．未払金   79,879   189,764  109,885

　 ４．未払法人税等   418,180   2,068,401  1,650,220

　 ５．未払消費税等   35,509   8,436  △27,072

　 ６．繰延税金負債   9,392   －  △9,392

   ７．賞与引当金   ―   14,998  14,998

　 ８．その他   22,257   56,819  34,561

流動負債合計   991,614 37.4  4,977,031 34.1 3,985,416

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※３  267,211   2,632,000  2,364,789

　 ２．連結調整勘定   3,593   2,156  △1,437

 　３．預り敷金   ―   92,748  92,748

固定負債合計   270,804 10.2  2,726,904 18.7 2,456,100

負債合計   1,262,419 47.6  7,703,936 52.8 6,441,517

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   38,801 1.5  ― ― ―

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  260,850 9.9  ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金   323,394 12.2  ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金   730,477 27.6  ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  30,513 1.2  ― ― ―

Ⅴ　為替換算調整勘定   1,277 0.0  ― ― ―

資本合計   1,346,513 50.9  ― ― ―

負債、少数株主持分
及び資本合計

  2,647,734 100.0  ― ― ―
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前連結会計年度

（平成17年11月30日）
当連結会計年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  1,627,556 11.2 ―

２．資本剰余金   ― ―  1,690,087 11.6 ―

３．利益剰余金   ― ―  3,468,761 23.8 ―

株主資本合計   ― ―  6,786,405 46.6 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  ― ―  △16,717 △0.1 ―

２．為替換算調整勘定   ― ―  1,283 0.0 ―

評価・換算差額等合計   ― ―  △15,433 △0.1 ―

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  107,309 0.7 ―

純資産合計   ― ―  6,878,281 47.2 ―

負債純資産合計   ― ―  14,582,218 100.0 ―
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日)

当連結会計年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益   2,062,738 100.0  － － －

Ⅱ　営業費用         

  １．営業手数料  125,432   －    

  ２．販売費及び
　　　一般管理費

※１ 848,804 974,236 47.2 － － － －

Ⅰ　売上高         

　１．不動産等売上高  －   18,731,153    

  ２．受取手数料等  － － － 1,652,049 20,383,202 100.0 －

Ⅱ　売上原価         

  １．不動産等売上原価  －   13,648,918    

  ２．支払手数料等  － － － 212,507 13,861,425 68.0 －

 　売上総利益   － －  6,521,777 32.0 －

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  － －  1,413,120 6.9 －

営業利益   1,088,502 52.8  5,108,656 25.1 4,020,154

Ⅳ　営業外収益         

　１．受取利息  2,145   481    

　２．受取配当金  45   5,130    

　３．連結調整勘定償却  718   1,437    

　４．為替差益  2,267   －    

５．人材雇用助成金  9,794   －    

６．消費税等免税益  －   19,329    

　７．その他  2,037 17,008 0.8 2,224 28,602 0.1 11,593

Ⅴ　営業外費用         

　 １．支払利息  12,537   298,784    

　 ２．創立費  1,589   1,406    

　 ３．新株発行費  1,248   －    

 　４．株式交付費  －   16,377    

 　５．上場関連費用  －   23,424    

 　６．支払手数料  －   38,861    

　 ７．為替差損  －   327    

 　８．持分法による
　　　 投資損失

 －   4,340    

　 ９．その他  － 15,375 0.7 674 384,197 1.9 368,821

経常利益   1,090,136 52.9  4,753,062 23.3 3,662,926
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前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日)

当連結会計年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

 Ⅵ　特別利益         

 　１．関係会社株式売却益  ※２ 8,093   28,346    

 　２．持分変動損益  －   363    

３．貸倒引当金戻入益  － 8,093 0.3 133 28,843 0.1 20,750

 Ⅶ　特別損失         

 　１．投資有価証券評価損 ※３ 10,000   －    

２．固定資産除却損 ※４ － 10,000 0.5 1,249 1,249 0.0 △8,750

税金等調整前
当期純利益

  1,088,229 52.7  4,780,657 23.4 3,692,427

法人税、住民税及び事
業税

 507,814   2,118,839    

法人税等調整額  △57,827 449,987 21.8 △164,668 1,954,170 9.6 1,504,183

少数株主利益   14,495 0.7  88,203 0.4 73,708

当期純利益   623,747 30.2  2,738,283 13.4 2,114,536
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

  （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（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   229,745

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１.新株予約権の行使による
増加

 10,605  

２.新株予約権付社債の転換
による増加

 2,500  

３.合併による増加  80,544 93,649

Ⅲ　資本剰余金期末残高   323,394

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   111,002

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１.当期純利益  623,747 623,747

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１.連結子会社の減少による
減少高

 4,271 4,271

Ⅳ　利益剰余金期末残高   730,477
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年11月30日　残高（千円） 260,850 323,394 730,477 1,314,722

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 1,366,706 1,366,693 － 2,733,400

当期純利益 － － 2,738,283 2,738,283

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

1,366,706 1,366,693 2,738,283 5,471,683

平成18年11月30日　残高（千円） 1,627,556 1,690,087 3,468,761 6,786,405

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年11月30日　残高（千円） 30,513 1,277 31,791 38,801 1,385,315

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 － － － － 2,733,400

当期純利益 － － － － 2,738,283

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△47,230 5 △47,225 68,508 21,283

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△47,230 5 △47,225 68,508 5,492,966

平成18年11月30日　残高（千円） △16,717 1,283 △15,433 107,309 6,878,281
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 1,088,229 4,780,657 3,692,427

減価償却費  6,885 14,926 8,041

営業権償却  19,873 19,873 －

創立費  1,589 － △1,589

新株発行費  1,248 － △1,248

連結調整勘定償却  △718 36,224 36,943

貸倒引当金の増減額
(減少：△)

 15,500 △15,500 △31,000

賞与引当金の増減額
(減少：△) 

 － 14,998 14,998

受取利息及び受取配当
金

 △2,190 △5,611 △3,421

支払利息  12,537 298,784 286,247

為替差損益  △1,594 354 1,949

関係会社株式売却益  △8,093 △28,346 △20,253

投資有価証券評価損  10,000 － △10,000

売上債権の増減額(増
加：△)

 △270,859 193,700 464,560

有価証券の増減額(増
加：△)   

 － △143,729 △143,729

営業投資有価証券の増
減額(増加：△)

 △72,661 109,772 182,434

たな卸資産の増減額
(増加：△)

 △65,998 12,057,604 12,123,602

未収入金の増減額(増
加：△)  

 － △113,740 △113,740

前払費用の増減額(増
加：△)

 △6,705 △208 6,497

未払消費税等の増減額
(減少：△)

 14,221 △35,470 △49,692

保証金の支払いによる
支出

 △10,000 △8,060 1,940

預り敷金のの増減額
(減少：△) 

 － △132,098 △132,098

その他  42,278 6,234 △36,044

小計  773,541 17,050,366 16,276,825
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前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取
額

 2,190 5,611 3,421

利息の支払額  △13,734 △299,887 △286,153

法人税等の支払額  △212,501 △467,810 △255,309

還付法人税等の受取額  2,312 － △2,312

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 551,808 16,288,279 15,736,471
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前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得に
よる支出

 △57,787 △13,945 43,841

無形固定資産の取得に
よる支出

 △1,540 － 1,540

投資有価証券の取得に
よる支出

 △200,000 △80,360 119,640

投資有価証券の売却に
よる収入

 1,934 － △1,934

出資金の返還による収
入

 10,000 － △10,000

その他の関係会社有価
証券の取得による支
出 

 － △100,000 △100,000

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却によ
る支出

※３ △42,477 6,605 49,082

連結範囲の変更を伴う
子会社株式及びその他
の関係会社有価証券の
取得による支出

※２ △8,503 △1,282,483 △1,273,980

貸付による支出  △5,000 － 5,000

貸付金回収による収入  － 5,000 5,000

会員権の取得による支
出

 △9,742 － 9,742

保証金の支払による支
出

 △80,855 △24,405 56,450

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △393,972 △1,489,589 △1,095,617
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前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額
(減少：△)

 58,000 － △58,000

短期借入れによる収
入 

 － 4,175,000 4,175,000

短期借入金の返済によ
る支出 

 － △14,721,600 △14,721,600

長期借入れによる収入  400,000 － △400,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △43,396 △146,396 △103,000

株式上場による支出  － △23,424 △23,424

株式発行による収入  19,751 2,717,022 2,697,271

少数株主からの払込に
よる収入

 40,500 5,000 △35,500

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 474,855 △7,994,398 △8,469,253

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 4,284 △660 △4,944

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額(減少：△)

 636,976 6,803,631 6,166,654

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 764,246 1,391,552 627,306

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少

 △9,669 － 9,669

Ⅷ　連結範囲の変更に伴う現
金及び現金同等物の増加

 － 934,087 934,087

Ⅸ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１
1,391,552 9,129,271 7,737,718
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数　10社

主要な連結子会社名

　FCリート・アドバイザーズ㈱（現：ファ

ンドクリエーション不動産投信㈱）

　FC Investment Ltd.

　㈱FCインベストメント・アドバイザーズ

　上海創喜投資諮詢有限公司

　ファンドクリエーション投信投資顧問㈱

　ファインアートインベストメント㈱

　㈱グッドヒューマン

　ジャパンジェットチャーター㈱

　FCパートナーズ㈱

　㈱ファインキューブ

 

新会社設立により、ファインアートイン

ベストメント㈱、ジャパンジェットチャー

ター㈱、FCパートナーズ㈱、㈱ファイン

キューブが連結子会社となっております。

また、株式交換によりファンドクリエー

ション投信投資顧問㈱が新たに連結子会社

となっております。

　㈱ファインキューブは株式売却（平成17

年９月28日付）により持分比率が低下した

ため連結範囲から除外しました。なお、株

式売却までの期間の損益は連結損益計算書

に含まれております。

(１)連結子会社の数　13社

主要な連結子会社名

　ファンドクリエーション不動産投信㈱

（旧：FCリート・アドバイザーズ㈱）

　FC Investment Ltd.

　㈱FCインベストメント・アドバイザーズ

　上海創喜投資諮詢有限公司

　ファンドクリエーション投信投資顧問㈱

　ファインアートインベストメント㈱

　FCパートナーズ㈱

　㈲ヘルメス・プロパティー

　㈲ヘレネ・プロパティー

　㈲ペレウス・プロパティー

 　㈲ヘラクレス・プロパティー

 　㈲トリトン・プロパティー

 　FC-STファンド投資事業有限責任組合

 

なお、当連結会計年度より「投資事業組

合に対する支配力基準及び影響力基準の適

用に関する実務上の取扱い」(企業会計基

準委員会 平成18年９月８日 実務対応報告

第20号）を適用しております。これにより、

特別目的会社等６社を当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。   

 

　 ㈱グッドヒューマンは、平成18年３月31

 日付でFCパートナーズ㈱と合併を行ってお

 ります。   

 

　 ㈲ヘルメス・プロパティーは、平成18年

 ７月21日付で匿名組合出資を終了しており

 ます。

 

　ジャパンジェットチャーター㈱は平成18

年６月１日付で株式を売却したため連結範

囲から除外しました。なお、株式売却まで

の期間の損益は連結損益計算書に含まれて

おります。

 

　(２)主要な非連結子会社の名称等

　プライマリー・インベストメント㈱

　(２)主要な非連結子会社の名称等

　プライマリー・インベストメント㈱

　(連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

　(連結の範囲から除いた理由)

　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

２．持分法の適用に関する事

項

 

１.持分法適用の関連会社　　　－

 　  

 

 

 

 

 

 

 

 

２.持分法を適用していない非連結子会社

  プライマリー・インベストメント㈱につ

いては、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等から見

て、持分法の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため持分法適用範囲か

ら除いております。

１.持分法適用の関連会社　　　１社

 FCアート・トラスト－コンテンポラリー・

アート・ファンド

 なお、当連結会計年度より「投資事業組

合に対する支配力基準及び影響力基準の適

用に関する実務上の取扱い」(企業会計基

準委員会 平成18年９月８日 実務対応報告

第20号）を適用しております。これにより、

１社を持分法適用の範囲に含めておりま

す。   

 

２.持分法を適用していない非連結子会社

 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、FC Investment Ltd.

は８月31日、FCリート・アドバイザーズ㈱

（現：ファンドクリエーション不動産投信

㈱）は３月31日、上海創喜投資諮詢有限公

司は12月31日、ファインアートインベスト

メント㈱は３月31日、ファンドクリエー

ション投信投資顧問㈱は３月31日、ジャパ

ンジェットチャーター㈱は９月30日が決算

日であります。

 

　連結財務諸表の作成に当たって、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

　なお、その他の連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と一致しております。

　連結子会社のうち、FC Investment Ltd.

は８月31日、ファンドクリエーション不動

産投信㈱（旧：FCリート・アドバイザーズ

㈱）は３月31日、上海創喜投資諮詢有限公

司は12月31日、ファインアートインベスト

メント㈱は３月31日、ファンドクリエー

ション投信投資顧問㈱は３月31日、㈲ヘル

メス・プロパティーは８月31日、㈲ヘレ

ネ・プロパティーは４月30日、㈲ヘラクレ

ス・プロパティーは4月30日、㈲トリト

ン・プロパティーは８月31日、㈲ペレウ

ス・プロパティーは８月31日、FC-STファ

ンド投資事業有限責任組合は８月31日が決

算日であります。

 

　連結財務諸表の作成に当たって、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

　なお、その他の連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と一致しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

４．会計処理基準に関する事

項

  

（１）重要な資産の評価基準

　及び評価方法

イ　　　────────────

 

 

イ　売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法により

　　　　算定）

 

 ロ　その他有価証券（営業投資有価証券を

　　含む）

 　①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

定しております。

 

 ロ　その他有価証券（営業投資有価証券を

　　含む）

　 ①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

　　 算定しております。

②時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

②時価のないもの

 　　同左

ハ　デリバティブ

時価法

 

 ニ　たな卸資産

     商品

       個別法による原価法

ハ　デリバティブ

 　　同左

 

 ニ　たな卸資産

   ①商品

       同左

 

 

 　　

   ②販売用不動産（不動産信託受益権を

 　　含む）

 　　　個別法による原価法　

 　　  なお、減価償却費を不動産等売上

　　 原価に計上しております。

 　　  また、当該資産の主な耐用年数は33

     年～49年であります。

 　　

 　　

(２）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物（附属設備を除く）は定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであり

ます。

　　建物　　　　　　　　15～30年

工具器具及び備品　　４～15年

イ　有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物（附属設備を除く）は定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであり

ます。

　　建物　　　　　　　　６～30年

工具器具及び備品　　４～20年

ロ　無形固定資産

①ソフトウェア

　社内における使用可能期間（５年）に

基づく定額法によっています。

ロ　無形固定資産

①ソフトウェア

 　　同左

　 ②営業権

　　 ３年間で均等償却しております。

　 ②営業権

 　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

（３）重要な繰延資産の処理

方法

イ　創立費

　支出時に全額費用としております。

イ　創立費

 　同左

 ロ　新株発行費

 　支出時に全額費用としております。

ハ　────────────

　　

 ロ　────────────

 　

ハ　株式交付費

 　支出時に全額費用としております。

 　（表示方法の変更）

 　 当連結会計年度より「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）を適用しております。

　　これにより、前連結会計年度末まで新

　株発行に係る費用は「新株発行費」とし

　て表示しておりましたが、当連結会計年

　度より「株式交付費」として表示してお

　ります。

 

（４）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

当社及び国内連結子会社は、一般債権につ

いては貸倒実績率により、また貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。また、在外連結子会社は主として

特定の債権について回収不能見込額を計上

しております。なお、当期は貸倒実績があ

りません。

 貸倒引当金

   同左

 

 賞与引当金

　 当社及び国内連結子会社は従業員に対し

 て支給する賞与の支出に充てるため、支給

 見込額に基づき当連結会計年度負担額を計

 上しております。

　（追加情報）

　 従来、従業員賞与は業績比例により賞与

 枠を算定し、支給予定額を未払費用に計上

 しておりましたが、当連結会計年度に業績

 評価期間が明確に定められたことにより、

 当該期間に基づく賞与支給見込額の当連結

 会計年度負担額を計上しております。

　 この結果、従来と比べて販売費及び一般

 管理費が14,998千円増加し、営業利益、経

 常利益及び税金等調整前当期純利益が同額

 減少しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

（５）重要な外貨建の資産又

　は負債の本邦通貨への

　換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子

会社等の資産及び負債は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は資本の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。

  同左

（６）重要なリース取引の処

　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）重要なヘッジ会計の方

法

 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、特例処理によっており

ます。

 イ　ヘッジ会計の方法

　同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

 　ヘッジ手段・・・金利スワップ

 　ヘッジ対象・・・借入金の利息

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

 　同左

 　

 ハ　ヘッジ方針

　変動金利借入利息の将来の金利上昇によ

る増加を軽減することを目的に、変動金利

を受取り、固定金利を支払う金利スワップ

取引を行っております。

 ハ　ヘッジ方針

　同左

 ニ　ヘッジ有効性の評価

　特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略し

ております。

 ニ　ヘッジ有効性の評価

　同左

（８）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 消費税等の会計処理

 　同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

 　同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

効果が発現すると見積もられる期間で償

却しております。

 　同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

 　　　────────────

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金及び随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

 　同左
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会計処理方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 （１）　　　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 

 

  (２)　　　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  (３)　　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 

 (４)　　　　　　────────────

 

 

 

 

 (５)　　　　 　────────────

 （１）固定資産の減損に係る会計基準

  　当連結会計年度より「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。

　　これによる損益に与える影響はありません。

 

 (２)貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

  　当連結会計年度より「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、6,770,971千

　円であります。

　　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

　産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作

　成しております。

　　これによる損益に与える影響はありません。

 

 (３)ストックオプション等の会計基準

   当連結会計年度より会社法施行日以後に付与されたスト

 ックオプションについて、「ストックオプション等に関す

 る会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）

 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」（企業会計基準適用指針第11号 平成17年12月27日）

 を適用しております。

　 これによる損益に与える影響はありません。

 

 (４)役員賞与に関する会計基準

   当連結会計年度より「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。

　 これによる損益に与える影響はありません。

 

 (５)投資事業組合等への出資に係る会計処理

   当連結会計年度より、「投資事業組合に対する支配力基

 準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務

 対応報告第20号 平成18年９月８日）を適用しておりま

 す。

　 これにより、特別目的会社等６社を連結の範囲に含め、

 総資産が4,208,459千円、売上高が14,017,708千円、営業

 利益が359,588千円、経常利益が39,046千円、税金等調整

 前当期純利益39,046千円が増加しております。
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　表示方法の変更

 

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

　　　　　　　────────────

　 

　　

 

　「売上高」及び「売上原価」は、当連結会計年度より

 「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用

 に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第20号　平成18

 年９月８日）を適用し特別目的会社等６社を連結の範囲に

 含めたことに伴い、不動産投資等に係わる損益を区分掲記

 し、前連結会計年度に営業収益とした事業に係わる収益を

 受取手数料等として表示しております。また、当該変更に

 あわせ、「営業費用」の内訳科目として表示しておりまし

 た「営業手数料」を「売上原価」の内訳科目である「支払

 手数料」として表示しております。

　 これにより、売上高が14,017,708千円増加しておりま

 す。　　
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　追加情報

 

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

　外形標準課税

　 「地方税法等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、当連結会計年度から「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、従来と比べ販売費及び一般管理費が7,453千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が同額減少しております。

 

　　　　　　　　────────────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年11月30日）

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

 ※1. 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※1. 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおり

であります。

長期貸付金 5,000千円  投資有価証券(その他） 95,659千円 

  

 ※2. 当社の発行済株式総数は、以下の通りであります。  ※2. 　　　────────────

普通株式 14,596.4株   

 ※3．　　　　　────────────  ※3．担保資産及び担保付債務

 　　 担保に供している資産は次のとおりであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円） 

 現金及び預金 　 　130,467

 たな卸資産 3,452,578　 

 　　計 　3,583,045

 　　　　

 　　　担保付債務は次のとおりであります。

  長期借入金 2,200,000千円 

 

 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （千円） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （千円）

　　　　　　

役員報酬 80,954

給与手当 232,971

賞与 81,485

貸倒引当金繰入額 15,500

地代家賃 80,535

役員報酬 127,065

給与手当 394,585

賞与 129,823

賞与引当金繰入額 14,998

地代家賃 124,002

  

※2．関係会社株式売却益の内容は次のとおりであります。 ※2．関係会社株式売却益の内容は次のとおりであります。

㈱ファインキューブ 8,093千円 ジャパンジェットチャーター㈱ 28,346千円

  

 ※3．投資有価証券評価損の内容は次のとおりであります。  ※3. 　　　　　────────────

　

プライマリー・インベストメント㈱ 10,000千円

 

  

 　  

 ※4. 　　　　　────────────  ※4. 固定資産除却損の内訳

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 工具器具及び備品  1,249千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 14,596.4 312,291.6 － 326,888

合計 14,596.4 312,291.6 － 326,888

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（変動事由の概要）

　　普通株式の発行済株式数の増加の内訳は以下のとおりであります。

　　平成18年３月21日付で行った株式分割（１：２）による増加　 14,596.4株

　　平成18年７月11日付で行った株式分割（１：10）による増加　262,735.2株

　　一般募集増資による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,000株

　　ストックオプションの行使による増加　　　　　　　　　　　　 16,960株

 

 

　　　 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　該当事項はありません。

 

 　　　３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 　　　　　　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年２月27日

定時株主総会
普通株式 326,888  利益剰余金 1,000 平成18年11月30日 平成19年２月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

  

(平成17年11月30日現在) (平成18年11月30日現在)

現金及び預金勘定 1,391,552千円

現金及び現金同等物 1,391,552千円

現金及び預金勘定 9,129,271千円

現金及び現金同等物 9,129,271千円

  

※２. 株式の取得及び株式交換により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

 

　　㈱インスパイアについては、株式取得後に吸収合併し

たこと、及び㈱インスパイアの吸収合併により株式を取

得したファンドクリエーション投信投資顧問㈱（旧：プ

ライマリーアセットマネジメント㈱）を連結したことに

伴う資産及び負債の内訳は次のとおりであります。なお、

この合併及び連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等

物の減少額は8,503千円、増加した資本剰余金は80,544千

円であります。

 ㈱インスパイア、プライマリーアセットマネジメント㈱

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円) 

 

流動資産 54,604

固定資産 31,277

営業権 59,620

固定負債 △4,314

※２. 株式の取得及び株式交換により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

　　㈲トリトン・プロパティー　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

 

流動資産 3,653,625

固定資産 16,014

連結調整勘定 150,647

流動負債 △30,439

固定負債 △2,286,179

少数株主持分 △3,020

 

 　㈲トリトン・プロパティーの取得価額　1,500,647

　 ㈲トリトン・プロパティー現金及び

　 現金同等物　　　　　　　　　　　　　△218,163

　 差引： ㈲トリトン・プロパティー

　　　　  取得のための支出　　　 　　　1,282,483

 　

※３．株式の売却により連結子会社から除外した会社の資

産及び負債の主な内訳

㈱ファインキューブ

※３．株式の売却により連結子会社から除外した会社の資

産及び負債の主な内訳

ジャパンジェットチャーター㈱

(千円) (千円)

流動資産 85,620

固定資産 17,472

流動負債 △37,370

流動資産 331

固定資産 523

流動負債 △6,611

固定負債 △15,984
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前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

４．重要な非資金取引の内容

新株予約権付社債の転換の内訳は次のとおりでありま

す。　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

 　　

転換による資本金の増加額  2,500

転換による資本剰余金の増加額  2,500

転換による新株予約権付社債減少額 △ 5,000

４．重要な非資金取引の内容

　当連結会計年度より、「投資事業組合に対する支配

力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱

い」(実務対応報告第20号 平成18年９月８日）を適用

したことにより、新規に連結子会社となった㈲ヘルメ

ス・プロパティー、㈲ヘレネ・プロパティー、㈲ペレ

ウス・プロパティー、㈲ヘラクレス・プロパティー、

及びFC-STファンド投資事業有限責任組合の主な資産・

負債の内訳は次のとおりであります。 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円) 

 　　

流動資産 13,385,684

固定資産 12,062

流動負債 12,962,508

固定負債 463,667
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①　リース取引

前連結会計年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

　当社グループのリース契約１件当たりの金額は少額であるため、注記は省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

当社グループのリース契約１件当たりの金額は少額であるため、注記は省略しております。
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年11月30日）

１.その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(１)株式 27,825 101,850 74,025

(２)債券    

　 ①　国債・地方債等 － － －

　 ②　社債 － － －

　 ③　その他 － － －

 (３)その他 － － －

小計 27,825 101,850 74,025

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(１)株式 90,595 34,105 △56,490

(２)債券    

　 ①　国債・地方債等 － － －

　 ②　社債 － － －

　 ③　その他 － － －

 (３)その他 200,000 174,000 △26,000

小計 290,595 208,105 △82,490

合計 318,420 309,955 △8,465

２.前連結会計年度中に売却したその他有価証券(営業投資有価証券を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

　　　　　　　　　　　　 1,934 　　　　　　　　　　３  　　　　　　　　　　　　　　－

３.時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券(営業投資有価証券を含む）  

　非上場株式 14,350

　非上場社債 10,000

  出資金 113,250

その他 250

合計 137,850

４.その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

債券     

非上場社債 － － 10,000 －

合計 － － 10,000 －
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当連結会計年度（平成18年11月30日）

 　　　　１.売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

143,729 △7,414

 　　　　２.その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(１)株式 － － －

(２)債券    

　 ①　国債・地方債等 － － －

　 ②　社債 － － －

　 ③　その他 － － －

 (３)その他 － － -

小計 － － －

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(１)株式 80,360 74,200 △6,160

(２)債券    

　 ①　国債・地方債等 － － －

　 ②　社債 － － －

　 ③　その他 － － －

 (３)その他 200,000 183,600 △16,400

小計 280,360 257,800 △22,560

合計 280,360 257,800 △22,560

 　　　　３.当連結会計年度中に売却したその他有価証券（営業投資有価証券を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 　　　　　　　　　　　679,617 　　　　　　　　242,447  　　　　　　　　　　　　2,178

 

４.時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

  その他有価証券（営業投資有価証券を含む）  

　非上場株式 91,780

　非上場社債 10,000

その他 35,250

合計 137,030
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５.その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

債券     

非上場社債  　　　　　　－  　　　　　　－ 10,000  　　　　　　－

合計  　　　　　　－  　　　　　　－ 10,000  　　　　　　－
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

(１)取引内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。

(１)取引内容

同左

(２)取引に対する取組方針

　　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

(２)取引に対する取組方針

　　同左

(３)取引の利用目的

　　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスク回避を目的で利用

しております。

　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(３)取引の利用目的

　　同左

　　

　　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利ス

ワップ取引について特例処理の条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。

　　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段・・・金利スワップ

　　ヘッジ対象・・・借入金の利息

　　

　　

　　

　　

　　

　　ヘッジ方針

　　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行っております。

　　

　　

　　ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

てヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額を基礎にして判断しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略しております。

　　

　　

(４)取引に係るリスクの内容

　　金利スワップ取引は市場の金利の変動によるリスク

を有しております。

　　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(４)取引に係るリスクの内容

　　同左

　　

(５)取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、財務担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(５)取引に係るリスク管理体制

　　同左

２．取引の評価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

　全てヘッジ会計が適用されておりますので、該当事

項はありません。

　同左
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④　退職給付

前連結会計年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。

⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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⑥　税効果会計関係

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（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

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   

未払事業税否認 31,223千円

一括償却資産否認 2,854 

特定外国子会社留保金額 41,897 

子会社株式評価損否認 8,138 

会員権償却否認 43 

減価償却損金算入限度額超過額 27 

投資有価証券評価損否認 10,579 

計 94,764 

繰延税金負債   

営業投資有価証券評価差額金 △31,513 

計 △31,513 

繰延税金資産の純額 63,250 

繰延税金資産   

未払事業税否認 157,201千円

一括償却資産否認 2,062 

特定外国子会社留保金額 73,094 

賞与引当金繰入額否認 5,478 

繰越欠損金 4,834 

未実現損失控除否認 1,531 

子会社株式評価損否認 4,069 

会員権償却否認 86 

減価償却損金算入限度額超過額 110 

投資有価証券評価損否認 5,843 

その他 410 

計 254,721 

繰延税金資産の純額 254,721 

　繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

　繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

流動資産－繰延税金資産 9,103

固定資産－繰延税金資産 63,540

流動負債－繰延税金負債 △9,392

流動資産－繰延税金資産 165,583

固定資産－繰延税金資産 89,138

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

  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

の間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。 

　

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　同左
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

 

アセットマ
ネジメント

事業

インベストメント
バンク事業

その他
事業

計
消去又は
全社

連結
不動産投資
等部門

証券投資等
部門

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ．営業収益及び営業利益        

営業収益        

(1）外部顧客に対する

営業収益
1,504,614 450,532 94,040 13,551 2,062,738 － 2,062,738

(2）セグメント間の内

部営業収益又は振

替高

－ － － － － － －

計 1,504,614 450,532 94,040 13,551 2,062,738 － 2,062,738

営業費用 540,242 46,369 76,516 37,574 700,702 273,533 974,236

営業利益(又は営業損失) 964,371 404,162 17,524 △24,023 1,362,035 △273,533 1,088,502

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出
   

 
   

資産 993,455 100,231 252,035 126,002 1,471,724 1,176,010 2,647,734

減価償却費 1,277 364 142 451 2,236 24,522 26,759

資本的支出 26,536 － 701 4,426 31,664 28,382 60,046

（注）１．事業区分の方法

事業は主たる業務内容を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務提供

アセットマネジメント事業・・・・不動産ファンド、証券ファンドに関わるアセットマネジメント、投資顧

問業

インベストメントバンク事業

　　　　不動産投資等部門・・・・不動産開発型SPC、不動産等所有SPCに対する匿名組合出資など

　　　　証券投資等部門・・・・・企業再生化、証券仲介業など

その他事業・・・・・・・・・・・コンサルティング業など

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は273,533千円であり、その主なもの

は、総務・経理部門等の管理部門に係る費用及び事務所家賃であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,176,010千円であり、その主なものは当社余資

運用資金であります。

 　　　 

 　　　　　　

－ 46 －



当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

 

アセットマ
ネジメント

事業

インベストメント
バンク事業

その他
事業

計
消去又は
全社

連結
不動産投資
等部門

証券投資
等部門

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

Ⅰ．売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
1,433,695 18,526,716 350,325 72,465 20,383,202 － 20,383,202

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

10,416 － 900 2,781 14,097 △14,097 －

計 1,444,111 18,526,716 351,225 75,246 20,397,300 △14,097 20,383,202

営業費用 853,193 13,647,758 155,670 81,143 14,737,765 536,780 15,274,545

営業利益(又は営業損

失)
590,918 4,878,958 195,555 △5,896 5,659,535 △550,878 5,108,656

Ⅱ．資産、減価償却費

及び資本的支出
       

資産 877,710 4,702,478 496,666 168,251 6,245,107 8,337,110 14,582,218

減価償却費 5,454 － 333 647 6,435 8,491 14,926

資本的支出 4,353 － 223 － 4,576 9,369 13,945

（注）１．事業区分の方法

事業は主たる業務内容を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務提供

アセットマネジメント事業・・・・不動産ファンド、証券ファンドに関わるアセットマネジメント、投資顧

問業

インベストメントバンク事業

　　　　不動産投資等部門・・・・不動産開発型SPC、不動産等所有SPCに対する匿名組合出資及び不動産等

　　　　　　　　　　　　　　　　の売却等

　　　　証券投資等部門・・・・・企業投資、証券仲介業など

その他事業・・・・・・・・・・・美術品投資、コンサルティング業など

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は536,780千円であり、その主なもの

は、総務・経理部門等の管理部門に係る費用及び事務所家賃であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,337,110千円であり、その主なものは当社余資

運用資金であります。

 　 　　５．「連結財務諸表作成のための基本となる事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より

　　　　　　「投資事業組合に対する支配力基 準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務 対応報告第20

　　　　　　 号 平成18年９月８日）を適用しております。これにより、特別目的会社等６社を連結の範囲に含めてお

　　 　　　　り、セグメント別については、インベストメントバンク事業の不動産投資等において、総資産が4,129,966

　　　　　 　千円及び売上高が14,027,874千円増加し、営業利益が407,739千円減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

　本邦の営業収益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計額及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

海外営業収益は、いずれも連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 田島克洋 　 － 　 －
当社代表

取締役社長

(被所有)

直接49.81
－ －

資金借入

れに対す

る債務被

保証

417,507 － －

本社事務

所賃貸借

契約にお

ける連帯

保証

3,500 － －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．当社は代表取締役社長田島克洋より、資金借入金に対する債務について保証を受けておりますが、平成18年６

月に解消されております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

３．当社は代表取締役社長田島克洋より、本社事務所賃借契約における連帯保証を受けておりますが、平成17年12

月に解消されております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（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 92,249.72円

  

１株当たり当期純利益金額 49,218.57円

  

１株当たり純資産額 20,713.43円

  

１株当たり当期純利益金額 9,296.11円

  

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
　8,272.68円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できませんので記載しており

ません。

　平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日付

で１株を10株とする株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

　１株当たり純資産額　　　　　　　　　4,612.49円

　１株当たり当期純利益金額　　　　　　2,460.93円

 　

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
 至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（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（千円）   

　当期純利益（千円） 623,747 2,738,283

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　（うち利益処分による役員賞与金） (－)  　　　　　　　　　　（－）

　普通株式に係る当期純利益（千円） 623,747 2,738,283

　期中平均株式数（株） 12,673 294,562

   

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（千円） － －

  普通株式増加数(株） － 36,441

 　（うち新株予約権） － (36,441)

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

新株予約権（新株予約権の数1,264

個）

 　　　　　　　　　 　－
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

株式分割

　平成18年２月24日開催の当社の取締役会決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

 　　　　　　 ────────────

　

１．平成18年３月21日付をもって普通株式１株を２株に分

割しております。

 

(1) 分割により増加する株式数

　　普通株式　　　　　14,596.4株

 

　　

(2) 分割方法

平成18年３月20日午後３時の株主名簿に記載された

株式の所有株数を、１株を２株の割合をもって分割

しております。

 

 

(3) 発行済株式総数

　普通株式　　　　　29,192.8株

 

　

２．１株当たり情報に及ぼす影響

　　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における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連結会計年度における１

株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなり

ます。

 

　

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

25,695.15円 46,124.86円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

9,593.74円 24,609.28円

  

  

  

  

  

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。

　

　平成18年６月23日開催の当社の取締役会決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

 

１．平成18年７月11日付をもって普通株式１株を10株に分

割しております。

 

(1) 分割により増加する株式数

　　普通株式　　　　　262,735.2株

 

　　

(2) 分割方法

平成18年７月11日午後３時の株主名簿に記載された

株式の所有株数を、１株を10株の割合をもって分割

しております。

 

 

(3) 発行済株式総数

　普通株式　　　　　291,928株
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前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

２．１株当たり情報に及ぼす影響

　　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における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連結会計年度における１

株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなり

ます。

 

　

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

2,569.51円 4,612.49円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

959.37円 2,460.93円

  

  

  

  

  

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 （１）生産実績

    当社グループは、生産を行っていないため該当事項はありません。

 

 （２）仕入実績

    当連結会計年度の仕入の実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

 
当連結会計年度

（自　平成17年12月１日
　　至　平成18年11月30日）

　前年同期比（％）

 その他事業　　　　　　　　（千円）  　　　　　　　　22,203  　　　　　　　　　34.9

 　　　　　　合計　　　　　（千円）  　　　　　　　　22,203  　　　　　　　　　34.9

 　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 （３）受注実績

 　当社グループは、受注を行っていないため該当事項はありません。

 

 （４）販売実績

 　当連結会計年度の役務提供等の実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 事業の種類別セグメントの名称 

 　　　当連結会計年度

　（自　平成17年12月１日

　　至　平成18年11月30日）

 　　　前年同期比（％）

 アセットマネジメント事業　（千円）  　　　　 　　1,433,695  　　　  　　　　△4.7

 インベストメントバンク事業（千円）  　　　　　　18,877,041  　　　  　　　3,366.6

 その他事業　　　　　　　　（千円）  　　　　　　　　72,465  　　　　 　  　 434.8　

 　　　　　　　合計　　　　（千円）  　　　　　　20,383,202 　　　　　  　   888.2

 　（注）１．上記売上高には、消費税等は含まれておりません。

 　　　　２．セグメント間の取引は相殺しております。

 　　　　３．最近２連結会計年度の主な相手先別の役務提供等の実績及び当該役務提供等の実績の総役務提供等の実績

 　　　　　　に対する割合は次のとおりであります。

 　　　　　　

 　　 　相手先

 　　　　前連結会計年度

　　（自　平成16年12月１日

　　　至　平成17年11月30日） 

 　　　　当連結会計年度

　　（自　平成17年12月１日

　　　至　平成18年11月30日）

 　金額（千円）  　割合（％）  　金額（千円）  　割合（％）

 FCレジデンシャル投資法人 　　　 343,131  　　　　　16.6  　　 　127,223 　　　　　0.6

 有限会社ヘラクレス・プロパティー  　　　234,387 　　　　　 11.4  　　　　 8,238  　　　 　0.0

 日本AREIF1特定目的会社  　　　　 　－  　　　　　　－  　　16,627,598  　　　　81.6

 （注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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 （５）ファンド資産残高の状況

 　①外国証券投資信託（不動産ファンド）の運用資産残高

 

 　　　　　　　前連結会計年度

　　　　　（自　平成16年12月１日

 　　　　   至　平成17年11月30日)

 　　　　　　　当連結会計年度

　　　　　（自　平成17年12月１日

　　　　　　至　平成18年11月30日)

 ２月

 (百万円)

 ５月

 (百万円)

 　８月

 (百万円)

11月

(百万円)

２月

(百万円)

５月

(百万円)

８月

(百万円)

11月

(百万円)

  レジット

（注）１
19,792 24,215 26,046 26,883 26,344 26,202 27,543 30,035

 ジェイグランド

（注）２
543 1,139 1,681 2,009 1,992 1,935 1,936 1,899

 チャイナ１号

（注）３
1,862 1,871 1,854 1,687 1,489 1,329 1,255 1,165

 チャイナ２号

（注）４
－ 1,717 1,738 1,624 1,498 1,337 1,246 1,208

 チャイナ３号

（注）５
－ － － － 494 473 965 1,060

 　　合計 22,197 28,942 31,319 32,203 31,817 31,276 32,945 35,367

 （注）１．FCファンド－レジット不動産証券投資信託（「レジット」）は平成15年11月に運用を開始しました。

 　　　２．FCトラスト－ジェイ－グランド不動産証券投資信託（「ジェイグランド」）は平成16年12月に運用を開始

 　　　　　しました。

 　　　３．FCチャイナトラスト－チャイナエキスプレス中国不動産ファンド１号（「チャイナ１号」）は平成16年12月

 　　　　　に運用を開始しました。単位型のため、現在募集は行っておりません。

 　　　４．FCチャイナトラスト－チャイナエキスプレス中国不動産ファンド２号（「チャイナ２号」）は平成17年２月

 　　　　　に運用を開始しました。単位型のため、現在募集は行っておりません。

　　　 ５．FCチャイナトラスト－チャイナエキスプレス中国不動産ファンド３号（「チャイナ３号」）は平成17年12月

 　　　　　に運用を開始しました。

 

 　②外国証券投資信託（証券ファンド）の運用資産残高

 

 　　　　　　　前連結会計年度

　　　　　（自　平成16年12月１日

 　　　　   至　平成17年11月30日)

 　　　　　　　当連結会計年度

　　　　　（自　平成17年12月１日

　　　　　　至　平成18年11月30日)

 　２月

 (百万円)

   ５月

 (百万円)

   ８月

 (百万円)

 　11月

 (百万円)

 　２月

 (百万円)

 　５月

 (百万円)

 　８月

 (百万円)

   11月

 (百万円)

 上場期待日本株

（注）１
－ 1,685 1,858 3,553 3,517 3,528 3,328 3,229

 好利回り中国株

（注）２
－ － － 2,038 2,208 1,551 1,350 2,648

 アジア中小型

（注）３
8,738 6,939 6,083 4,489 3,655 2,396 1,783 1,680

 中国A株１号

（注）４
2,511 2,075 2,160 1,908 1,780 1,734 1,317 1,442

 中国A株２号

（注）５
2,238 1,892 1,915 1,578 1,577 1,992 2,966 3,257

 上場期待中国株

（注）６
－ － 2,052 2,189 2,490 1,704 2,316 4,203

 ベトナム

（注）７
－ － － － － － － 3,302

  私募投資信託 1,642 1,968 1,962 2,386 2,231 8 352 308

 　　合計 15,129 14,559 16,030 18,141 17,458 12,913 13,412 20,069

（注） １．FC J－トラスト－上場期待日本株ファンド（「上場期待日本株」）は平成17年４月に運用を開始しました。

 　　　２．FC Tトラスト－大福－アイザワ　好配当利回り中国株ファンド（「好配当利回り中国株」）は平成17年10月

 　　　　　に運用を開始しました。
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 　　　３．フェイム－アイザワ　アジア中小型株ファンド（「アジア中小型」）は平成16年２月に運用を開始しまし

 　　　　　た。

 　　　４．申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド１号（「中国A株１号」）は平成16年６月に運用を開始しました。

 　　　　　単位型のため、現在募集は行っておりません。

 　　　５．申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド２号（「中国A株２号」）は平成16年９月に運用を開始しました。

 　　　６．FC C－申銀萬國・アイザワ　上場期待中国株ファンド（「上場期待中国株」）は平成17年７月に運用を開始

 　　　　　しました。

 　　　７．フェイム－アイザワ　トラスト　ベトナムファンド（「ベトナム」）は平成18年９月に運用を開始しまし

 　　　　　た。

 　　　８．運用資産が米ドル建てで算出されているファンド（大福、フェイム、A株１号、A株２号、上場期待中国株）

 　　　　　は月末の為替レート（TTM）を使用しています。

 平成17年２月  平成17年５月  平成17年８月  平成17年11月

104.74円  108.11円  111.40円  119.68円

 平成18年２月  平成18年５月  平成18年８月  平成18年11月

 116.27円  112.70円  117.31円  116.48円

 

　 ③内国投資信託（証券ファンド）の運用資産残高

 

 　　　　　　　前連結会計年度

　　　　　（自　平成16年12月１日

 　　　　   至　平成17年11月30日)

 　　　　　　　当連結会計年度

　　　　　（自　平成17年12月１日

　　　　　　至　平成18年11月30日)

   ２月

 (百万円)

   ５月

 (百万円)

 　８月

 (百万円)

 　11月

 (百万円)

 　２月

 (百万円)

 　５月

 (百万円)

 　８月

 (百万円)

  11月

 (百万円)

 黒田アクティブ

（注）１
－ － － 6,571 14,222 14,314 14,294 12,552

 山田ジャパン

（注）２
－ － － － － 652 815 844

 古橋オリジナル

（注）３
－ － － － － 5,134 4,880 5,107

 黒田アクティブ

 アルファ

（注）４

－ － － － － － － 601

 私募投資信託 － － － － 514 1,380 1,433 1,470

 　　合計 － － － 6,571 14,736 21,480 21,422 20,574

 （注）１．黒田アクティブジャパン（「黒田アクティブ」）は平成17年11月に運用を開始しました。

 　　　２．山田ジャパンストラテジー（「山田ジャパン」）は平成18年３月に運用を開始しました。

 　　　３．古橋オリジナル（「古橋オリジナル」）は平成18年５月に運用を開始しました。

 　　　４．黒田アクティブアルファ（「黒田アクティブアルファ」）は平成18年11月に運用を開始しました。

 

 　④投資法人（不動産ファンド）の運用資産残高

 

 　　　　　　　前連結会計年度

　　　　　（自　平成16年12月１日

 　　　　   至　平成17年11月30日)

 　　　　　　　当連結会計年度

　　　　　（自　平成17年12月１日

　　　　　　至　平成18年11月30日)

   ２月

 (百万円)

   ５月

 (百万円)

   ８月

 (百万円)

   11月

 (百万円)

 　２月

 (百万円)

   ５月

 (百万円)

   ８月

 (百万円)

 　11月

 (百万円)

 FCレジデンシャ

 ル投資法人

（注） 

－ － － 14,928 14,928 14,928 14,928 14,928

 　　合計 － － － 14,928 14,928 14,928 14,928 14,928

 （注）１．FCレジデンシャル投資法人は平成17年10月12日に東京証券取引所へ上場しました。

 　　　２．運用資産残高は、FCレジデンシャル投資法人における投資主から払込を受けた出資金額を記載しております

 　　　　　す。
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 （６）アセットマネジメント事業に関する報酬

 　①アクイジションフィー、ディスポーザルフィー等

 　　　　前連結会計年度

　　　(自　平成16年12月１日

　　　 至　平成17年11月30日)

 　　　　当連結会計年度

　　　(自　平成17年12月１日

　　　 至　平成18年11月30日)

 　　　　　1,186,512千円  　　　　　　323,539千円

 

　 ②アセットマネジメントフィー等

 　　　　前連結会計年度

　　　(自　平成16年12月１日

　　　 至　平成17年11月30日)

 　　　　当連結会計年度

　　　(自　平成17年12月１日

　　　 至　平成18年11月30日)

 　　　　　　318,102千円  　　　　　1,110,155千円

－ 56 －


