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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 8,095 ― 1,531 ― 1,325 ―

17年11月期 ― ― ― ― ― ―

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 403 ― 7,237 97 6,013 63 10.6 5.9 16.4

17年11月期 ― ― ― ― － － ― ― ―

（注）①持分法投資損益 18年11月期 －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 55,714株 17年11月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④当社は平成18年11月期が連結財務諸表作成の初年度であるため、前連結会計年度及び対前年同期増減率の記載を

行っておりません。

(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 22,394 3,793 16.9 58,279 18

17年11月期 ― ― ― ― ―

（注）期末発行済株式数(連結) 18年11月期 65,100株 17年11月期 －株

(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 △4,718 △3,667 11,623 4,602

17年11月期 ― ― ― ―

(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　４社　　持分法適用非連結子会社数　－社　　持分法適用関連会社数　－社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

 　　連結（新規）　４社　　（除外）　－社　　持分法（新規）　－社　　（除外）　－社

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 5,497 704 336

通期 9,838 1,134 590

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　9,070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６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４社から構成されております。当社グループは、金融の視点から、不動産取

引をより身近でシンプルなものにすることを通じて、活力ある社会の実現に貢献したいと考えております。そこで、

当社グループにおける不動産と金融の知識・ノウハウを融合して、不動産マーケットと投資家の橋渡しを行うために、

(1）不動産ファンド運営事業、(2）不動産投資事業、(3）アドバイザリー事業の３つの事業を行っております。その

事業内容は次のとおりであります。

 

当社グループの事業全体の系統図

 

 

運営ファンド 

（スター・１号ファンド） 

  

不

動

産

市

場 
当社 

投資家 

 機関投資家 

 法人 

 個人 

不動産取引 

物件取得 

不動産取引 

出資・配当 

(1)ファンドの運営 

(3)取引の紹介・助言 

(2)不動産の取得・運用 

販売 

 ※運営ファンドには、有限責任中間法人スター・プロパティーズが100%所有する㈲スター・ローン、㈲ス

ター・ファンド及び㈲スター・ファンド・アンバーが含まれております。

(1）不動産ファンド運営事業

　当社グループは、不動産投資ファンド（スター・１号ファンド）の組成及び運営の受託を行っております。一般

に不動産ファンドは、投資対象となる不動産をSPCに組み入れ、金融機関から資金調達を行う一方で、金融商品とし

て投資家に提供しております。投資家にとってはファンドの形態とすることで、実際に不動産実物に投資するより

はるかに手数がかからず、不動産投資から生じる収益を得ることができ、一方でリスクを分散することができます。

　当ファンドの特徴は、上場REITや他社の運営する私募不動産ファンド等と異なり、投資対象を主に居住用の区分

所有マンション（ファミリータイプ）としている点であります。区分所有マンションは、一物件当たりの投資規模

が小規模であり投資対象物件が多数に分散するため、金融機関からの資金調達が難しく、また管理のオペレーショ

ンが煩雑なため、一般には投資対象としにくいものであります。しかしながら当社グループでは、小規模ゆえの流

動性や、投資対象の分散によるリスクの軽減効果等に着目し、当社創業以来の過去の投資実績やノウハウを生かし

て、ファンドの資金調達や効率的な管理を行っております。当ファンドは、区分所有マンションというニッチな不

動産市場において、投資家の期待利回りを重視した中小規模のファンドといえます。
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●不動産ファンド運営事業

 

ファンドSPC 

㈲スター・ローン 

㈲スター・ファンド 

㈲スター・ファンド・アンバー 

 

 

 

不動産市場 

 

金融機関 

投資家･当社 

ノンリコース・ローン 

返済 

匿名組合出資 

匿名組合損益分配 

不動産取引 

当社 

アセットマネジメント 報酬の受領 

(2）不動産投資事業

　当社は、主に賃貸中の不動産を取得し運用・販売をしております。投資対象は居住用不動産に限定せず、賃貸借

契約により安定的なキャッシュ・フローが見込まれる様々な不動産等を対象としております。当社の不動産投資事

業の特徴は、不動産の値上がり期待や高付加価値化を目的とした投資よりも、むしろ金融と不動産の両面の視点か

ら、不動産の潜在的な収益機会を捉える点にあります。潜在的な収益機会としては、金融市場と比較しての不動産

市場の参加者の限定性、情報の非対称性、市場参加者間での価格ギャップ、権利調整や物件管理、資金調達等の能

力から生じる価格ギャップであり、それらに投資し、不動産を投資商品化することを目指しております。特に近年

においては、REIT市場の拡大等により不動産投資市場が急速に拡大しておりますが、一方で、不動産は金融商品に

比べると個別性が極めて強いため投資に当たってのリスクが分かりにくく、依然として投資家にとっては投資しに

くいものであります。当社では不動産取得後、空室率や修繕管理といった不動産投資特有の不確実性を可能な限り

解消し、投資家に不動産を販売することで収益を得ております。

　また、不動産投資事業は、当社グループが投資対象を徐々に拡大して物件・地域による特性への理解を深め、不

動産投資に関する様々なノウハウを社内に積極的に蓄積する機能も有しており、将来におけるビジネスモデル化や

ファンド組成を睨んだ、当社グループ成長のための戦略的な投資としての位置付けでもあります。

　なお、当社と当社の運営ファンドとの間では、投資対象が異なり、また利益相反を防ぐ観点からも、売買は行っ

ておりません。

●不動産投資事業

 

販売 物件取得 不動産

市場 

当社 

不確実性

の解消 
取得 

調査 

査定 

 

投資家 

(3）アドバイザリー事業

　当社では、金融と不動産のノウハウを活用して、証券化のアレンジャー業務や不動産仲介業務等、顧客に対して

様々なアドバイザリー業務を行っております。証券化のアレンジャー業務は、不動産所有者や不動産開発業者にとっ

て最適となるファイナンス手法を提供するものであり、スキームの立案から、金融機関を含めた関係者との調整、

契約書類の作成、クロージング（所有権移転・資金決済手続等）並びにその後の不動産管理及び投資家への報告等

を行います。また、不動産仲介業務は、不動産取引を希望する顧客のニーズをタイムリーに把握し、不動産取引に

当たって必要・有益なアドバイスを行い、希望する条件に合う取引の紹介、取引必要書類の作成及び所有権移転の

サポートを行うことで収益を得ております。アドバイザリー事業は、当社が不動産取引を通じて得られる不動産情

報やネットワークを武器に、資金ではなく当社が蓄積した無形のノウハウを活用することによって、手数料収入を

得るものであり、会社の資本効率を高めております。一方で、収益の源泉を多様化することで、当社の事業リスク

の分散を図っております。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社グループは、金融の視点から、不動産取引をより身近でシンプルなものにすることを通じて、活力ある社会

の実現に貢献したいと考えております。市場参加者が不動産取引や資産活用を行うに当たって信頼されるパートナー

を目指しており、そのために以下の行動指針を掲げております。

　　・Smart Investment　：常に先進的ノウハウで最適な不動産投資を行います

　　・Fair Trade　　　　：顧客の長期利益を考えて公正な取引を行います

　　・Professionalism   ：顧客のニーズにベストを尽くし責任をもって応えます

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元と同様に、将来の事業展開と財務基盤の強化を経営の最重要課題と位置づけてお

ります。会社設立から平成18年11月期までは内部留保の充実に努めてまいりましたが、今後につきましては、当社

の財務基盤等に配慮しながら、業績に応じて継続的な利益配分を実施していくことを基本方針としております。な

お、内部留保資金につきましては、今後の成長に向けた投資資金として充当する方針であります。

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、適切な投資単位を維持することが、健全な株式市場の相場形成や投資家層の拡大、株式市場の活性化に

結びつくと認識しております。取引所のガイドラインに沿い、株価の水準に応じて適切な時期で株式分割を行い、

投資単位の引き下げを実施する方針であります。

（４）目標とする経営指標

　当社グループでは、連結上の売上高・経常利益等にはファンドの外部出資者の帰属部分が含まれているため、こ

れらを除いた指標である税引前当期純利益を重要な経営指標として考えております。

（５）中長期的な会社の経営戦略

①不動産ファンド運営事業

　ファンドの規模拡大競争を避け、適正規模での長期的かつ安定的な成長を志向しております。今後もファンドの

成長や出資の増額により収益を安定的に増加させ、また、オペレーションのさらなる効率化を目指します。一方で、

ファンドを巡る外部環境が昨今著しく変化し

ているため、継続的に注視し、適時適切に対応していく必要があると考えております。

 ②不動産投資事業

　投資対象の拡大や投資手法の多様化は当社グループが競争を勝ち残るために必要不可欠であり、今後も積極的に

投資を実行し収益を得るとともに、その結果をビジネスモデル化することで新たな収益基盤の確立に取り組みま

す。

 ③アドバイザリー事業

　特に証券化のアレンジャー業務について、スキームやレンダーに自由度が高いという独立系企業としての特徴を

生かし、積極的に取り組みます。一方で、高度なスキルが要求される分野であり、人材の採用・育成強化に取り組

みます。
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（６）会社の対処すべき課題 

①人材の採用・育成

　当社は、人材こそが企業競争力の源泉と考えており、より多くの投資家が不動産取引に参加しやすい仕組みを作

るためには、魅力ある不動産投資商品を開発し、提案する人材を確保することが不可欠と考えております。成長が

見込まれる不動産投資市場において当社の存在感をより高めるため、今後も人材の採用・育成に取り組む方針であ

ります。

②不動産市場の変化への対応

　不動産の市場動向を継続して注視し、不動産価格下落リスクが高いものや、取得後保有期間が長期化しているも

のについては、財務健全性を優先して資金回収を優先するなどの的確な対応が必要であると考えております。その

ためには、当社の事業規模に応じて適時に適切な判断を行えるよう、社内体制の一層の強化が必要と考えておりま

す。

③金融環境の変化への対応

　昨今、金融機関が不動産向け融資を拡大しておりますが、将来的には融資姿勢に変化が起きることも考えられま

す。資金調達に支障が生じないようにするため、取引先金融機関を集中せず分散する方針であります。また、景気

回復に伴って金利の上昇が予想され、借入コストの増加による収益の悪化が懸念されます。そこで、固定金利での

調達または金利スワップの活用等により、影響をできる限り少なくする方針であります。

④関係法令・会計基準等への対応

　不動産ファンドや証券化市場はここ数年で急激に成長しており、関係法令も整備途上であるのが実情であります。

金融商品取引法の制定、会社法施行によるLLC制度（合同会社）の創設、会計基準・会計慣行の変更等によるオフバ

ランス基準の見直し等、関係法令・会計基準について、最新の動向を常に把握して、法令等を遵守して事業を行う

方針であります。

⑤内部管理体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化

　内部管理体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化は、事業拡大の中で一層重要なものとなっており、必要

な人員の確保や社員への教育を今後も継続して実施し、経営管理体制の強化に努めてまいります。

（７）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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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我が国経済は、企業収益が増大し、積極的な設備投資が行われる一方で、失業率の改善

や所得の増加から個人の消費が拡大し、景気は好調に推移いたしました。

　当社グループの属する不動産投資業界におきましては、耐震強度偽装問題が発生し、金融政策では量的緩和が解

除されたものの、好調な景気に支えられて不動産取引が活発に行われ、良好な事業環境が継続しました。

　このような環境の中で当社グループは、運営するファンドの成長に伴って安定的な収益基盤が確立するとともに、

不動産投資案件やアドバイザリーサービスの積上げにより収益が増大しました。また、継続的な人材の採用・育成

に取り組み、事業拡大に応じて、平成18年１月に本社を移転いたしました。さらに、平成18年10月には、大阪証券

取引所ヘラクレス市場に上場いたしました。これにより、公募増資による資金調達を実施しただけでなく、当社グ

ループの社会に対する知名度・信頼性が高まりました。なお、平成18年11月には事業を拡大するべく、事業拠点と

して大阪支店を開設いたしました。また、資金面では公募増資による資金調達のほか、当社初となる無担保社債を

発行することで、金融環境の変化に備え長期・安定的な資金を調達いたしました。

　この結果、当社グループの当連結会計年度における業績は、売上高8,095,858千円、営業利益1,531,298千円、経

常利益1,325,724千円、当期純利益403,255千円となりました。

事業別の概況は、次のとおりであります。

 （不動産ファンド運営事業）

不動産ファンド運営事業におきましては、ファンドの投資規模が拡大する一方で、不動産売却収入、不動産賃貸が

堅調に推移しました。この結果、不動産ファンド運営事業の売上高は5,736,497千円となりました。

 （不動産投資事業）

不動産投資事業におきましては、住居系不動産について全国規模での投資を行い、不動産取引のネットワークやノ

ウハウをさらに蓄積する一方で、保有不動産の売却も好調に推移いたしました。この結果、不動産投資事業の売上

高は2,077,384千円となりました。

 （アドバイザリー事業）

アドバイザリー事業におきましては、開発型を中心とした証券化アレンジャー業務を積極的に行い、一方で個人富

裕層等への収益物件の仲介に取り組みました。この結果、アドバイザリー事業の売上高は281,976千円となりました。

（２）次期（平成19年11月期）の見通し

  我が国経済は引き続き景気回復局面にあり、企業業績が好調なことから、今後も個人消費の高まりが見込まれま

す。不動産業界においては、不動産マーケットへの資金・参加者が増加しており、今後も活発な取引や、不動産投

資商品の拡大が続くことが予想されます。

  このような環境の中において当社グループは、当社の強みである金融・不動産プロフェッショナルの能力を生か

し、不動産ファンド運営の安定的な成長に加えて、不動産投資事業では、戦略的な投資を拡大するとともに、アド

バイザリー事業においても証券化、仲介に積極的に取り組みたいと考えております。一方で、ファンドを巡る外部

環境には適時適切に対応し、内部管理体制やコーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図り、企業価値の向上

を目指したいと考えております。ファンドSPCを含めた連結決算においては、当社のファンド出資比率を高めること

で、金利等の負担増加により経常利益は減少するものの、外部投資家への匿名組合損益分配額が減少することで、

最終利益である当期純利益の増加が見込まれます。　

  そこで、次期（平成19年11月期）につきましては、売上高9,838,261千円、経常利益1,134,007千円、当期純利益

590,518千円を見込んでおります。

 

（３）財政状態

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）期末残高は4,602,371千円となり、前連結会計年

度末と比較して4,041,749千円増加しました。

 

・営業活動によるキャッシュ・フロー
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　当連結会計年度において営業活動に使用した資金は4,718,385千円となりました。これは主として、税金等調整前

当期純利益が686,245千円計上され、販売用不動産が5,482,158千円増加したことによるものであります。

・投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度において投資活動に使用した資金は3,667,335千円となりました。これは主として、有形固定資産

の取得による支出3,088,925千円及び投資有価証券の取得による支出801,500千円があったことによるものでありま

す。

・財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度において財務活動により得られた資金は11,623,231千円となりました。これは主として、長期借

入金による収入8,570,000千円、社債の発行による収入1,461,577千円及び公募増資等による株式の発行による収入

1,437,063千円があったことによるものであります。

      当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成18年11月期

 自己資本比率（％） 16.9

 時価ベースの自己資本比率（％） 109.3

 債務償還年数（年） －

 インタレスト・カバッジ・レシオ（倍） －

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

 (注)1.当社は平成18年度11月期より連結決算を行なっておりますので、平成18年11月期より連結ベースの財務数値

により計算しております。

 　　2.債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載し

ておりません。

 

（４）事業等のリスク

　当社グループの事業展開上のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる主な事項には、

以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あ

るいは当社の事業活動を理解するうえで重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開

示の観点から記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の

回避及び発生した場合の対応に努める所存でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目

以外の記載内容も併せて、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社

株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意下さい。

　下記文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成18年11月30日）現在において当社が判断したものであ

ります。

１　不動産市場環境の動向について

　不動産市場は、金融機関による不良債権の処理の活発化、減損会計の導入に対応するための不動産の流動化、不

動産投資信託やノンリコース・ローン等の新しいファイナンス手法の開発及び低金利を背景に、成長してまいりま

した。しかしながら、日本経済の急速な悪化や税制・金融政策の大幅な変更により、不動産市場が影響を受け、当

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社グループの事業構成においては、不動産ファンド運営事業での投資対象である中古マンションの流通

価格は、一部地域では上昇もみられますが全般的には概ね横ばい傾向にあり、安定的に収益を確保しやすい環境が

継続していると考えております。不動産投資事業においては、不動産を金融の視点から分析し、その潜在的な収益

機会に着目して不動産を投資商品化する事業を行っており、価格上昇期待に基づいた投機目的の取引は行っており

ませんが、主要な売却先となる投資家の不動産投資マインドが低迷することにより、当社グループの財政状態及び

経営成績に影響を与える可能性があります。

 

２　競合について
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　不動産投資事業においては、不動産投資及び金融に関する高い専門能力と知識や経験が不可欠であり、経済的に

採算性を確保できる規模を構築するための時間、人材及び投資家に対する投資収益のパフォーマンス実績を必要と

するため、新規参入が困難であると考えられます。これらの状況に加えて当社グループでは、例えば中古マンショ

ンといったニッチな市場を開拓しており、ファンドの規模の拡大よりも投資対象・投資手法の差別化を志向してお

ります。

　しかしながら、低金利を背景に不動産投資市場に大量の資金流入があり、新規参入会社や成熟した既存会社が投

資対象を拡大することで、当社グループの取引機会が減少し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。

３　業歴が浅いことについて

　当社の設立は平成13年５月であり、業歴の浅い会社であります。十分な期間にわたる過去の財務数値の推移が得

られず、過年度の財政状態及び経営成績からでは、今後の当社グループの売上高・利益等の成長を判断するには不

十分な面があります。

４　有利子負債への依存について

　当社グループは、物件の取得に際して自己資金だけでなく金融機関からの借入資金を活用しており、物件取得の

状況によってその残高も変動します。当社は、資本効率を高めた経営を志向しており、適正な規模での借入金の調

達に努めておりますが、金融環境が変化した場合には、支払利息の負担の増加や借入金の調達が困難になるなど、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

５　不動産投資事業について

　不動産投資事業では、自己資金と借入資金を活用して不動産を取得し、一定期間保有することから、不動産市況

の変化に伴う価格変動リスクを負います。このため、その取得・売却の時期や金額に応じて、当社グループの財政

状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。不動産の売却による売上については、物件の売却価格が売上

高として計上されるため、一取引当たりの金額は、アドバイザリー事業における手数料収入に比較して大きなもの

となり、当該事業の売上の状況により当社の売上高は大きく変動する可能性があります。また、当社は、物件の調

査を慎重に行った上で不動産の取得に取り組んでおりますが、当社の知りえない事実等が発生した場合には、当社

グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

６　キャッシュ・フロー計算書の記載について

　不動産投資事業の投資物件は、売却時までに固定資産から販売用不動産に振り替えて売上計上しており、営業

キャッシュ・フローのプラス（販売用不動産の減少）として記載されます。また、不動産の購入時には有形固定資

産の購入としているため、投資キャッシュ・フローのマイナスとして記載されます。なお、上記会計処理について

は、重要な非資金取引として固定資産の販売用不動産への振替額を、財務諸表に注記しております。

７　ファンドに関する取り扱いについて

　不動産ファンド運営事業において当社が運営するスター・１号ファンドには、有限責任中間法人スター・プロパ

ティーズ（以下「中間法人」という。）が100％出資している、有限会社スター・ファンド、有限会社スター・ファ

ンド・アンバー及び有限会社スター・ローンの３社のSPC（特別目的会社）が存在します。平成18年９月８日に公表

された「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

　実務対応報告第20号）の厳格な解釈に基づき、平成18年11月期より、中間法人及びSPC３社を連結範囲に含めた連

結財務諸表を作成しております。

８　不動産投資事業と不動産ファンド運営事業における投資対象に係わる利益相反について

　当社の不動産投資事業における投資対象とスター・１号ファンドにおける投資対象は、社内規程により明確に区

分されております。当社と当社が運営を受託するファンドが不動産を売買することはなく、その予定もありません。

また、当社は運営を受託するファンドについて、他の投資家と同じ条件での匿名組合出資を一部行っており、当社

の利益とファンドの利益が一致する仕組みを構築しております。仮に当社とファンドとの間で不動産を売買する事

態が生じた場合には、適正な価格で売買が行えるよう、第三者である不動産鑑定事務所に鑑定を依頼して取引を行

うことになりますが、この場合には当社とファンドとの間に利益相反が生じる恐れがあります。

９　不動産の欠陥・瑕疵について
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　当社グループは、不動産の欠陥・瑕疵等により予期せぬ損害を被る可能性がないよう、投資対象不動産の選定・

取得の判断を行うに当たって第三者の専門家による調査を行い、慎重な対応に注力しております。不動産における、

権利、構造、環境等に関する欠陥・瑕疵については、売主が原則として瑕疵担保責任を負いますが、通常「宅地建

物取引業法」が定める最短期間である２年間に限定されており、また必ずしも瑕疵担保責任を追及できるとは限り

ません。その結果、取得した不動産に欠陥や瑕疵等があった場合には、瑕疵の修復のため追加費用等が生じること

により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 10　不測の事故・自然災害による損害について

　当社グループの不動産は、東京都心部及び周辺部だけではなく地方都市へ分散しておりますが、火災、暴動、テ

ロ、地震、噴火、津波等の不測の事故・自然災害が不動産物件の存在する地域で発生した場合には、投資対象不動

産が滅失、劣化または毀損し、賃貸収入が激減し、突発的に修繕のための支出が必要となり、または将来の売却価

値が著しく減少する可能性があります。また、不測の事故・自然災害により、不動産投資に対する投資マインドが

冷え込み、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。これらの不測の事故・自然災害による損害リスクに

対応するため、当社グループが取得する投資対象不動産に関して、原則として火災保険・施設賠償責任保険を付保

（地震保険については、個々の物件の状況に応じて付保）しております。

　しかしながら、投資対象不動産等の個別事情等により、保険契約が締結されない可能性、保険契約で支払われる

上限額を上回る損害が発生する可能性、保険契約でカバーされない災害が発生する可能性または保険契約に基づく

支払いが保険会社により行われず、もしくは遅れる可能性も否定できません。また、保険金が支払われた場合でも、

行政上の規制その他の理由により事故・自然災害発生前の状態に回復させることができない可能性があります。

 11　不動産に関する権利関係の複雑性及び不動産登記に公信力がないことについて

　不動産をめぐっては、様々な権利義務が発生する可能性があります。日本の不動産登記には公信力（公示を信頼

して取引した者には、公示どおりの権利状態があったのと同様の保護を与える力）がないことから、登記を信頼し

て取引した場合でも保護されない場合があります。また登記から事前に不動産に係る権利義務を知りえない場合が

あります。したがって、当社グループが取得した権利が第三者の権利や行政法規等により制限を受け、あるいは第

三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。このような事態に対して当社グループと

しては、第三者から不動産に関する情報を可能な限り入手する等の対応を行っておりますが、現実にこのような事

態が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 12　構造計算書偽装問題について

　姉歯元一級建築士による構造計算書偽装問題の発覚後、当社は、当社グループの保有する物件及び売却済みの物

件について以下の調査を実施いたしました。当社が調査を実施した限り、構造計算書の偽装が疑われている建築事

務所の関与する物件はありませんでした。

　調査の内容としては、構造計算書の偽装が疑われている建築事務所の関与の有無を確認するために、社内保管資

料や取引先への質問により過去の取引物件について建築に関与した先（施工会社、設計者及び構造計算書作成者）

に関する情報を収集し、また、国土交通省による構造計算書偽装問題の公表資料を元に、該当する物件がないか確

認を行いました。さらに、１棟物件は、構造計算書の検証を第三者の専門家に依頼して実施いたしました。ただし、

構造計算書については所有者に保存義務がなく、中古不動産を第三者から取得する場合には構造計算書の全部また

は一部が引き継がれない場合や、法令の保存期間を経過している場合など、追跡調査ができない場合があります。

なお、第三者の専門家による構造計算書の検証ができなかった物件については、建物診断報告書や不動産鑑定報告

書等において特段の指摘はなく、また国土交通省が公表している偽装物件は建築確認の時期が平成９年以降である

ことを考慮すると、最も新しい建築確認の時期が平成５年４月であり、偽装の可能性は低いものと当社では判断し

ております。また、平成17年12月１日以降の取得物件については、取得の際に建築に関与した先を調査し、１棟物

件については構造計算書の検証を第三者の専門家に依頼しております。

　しかしながら、構造計算書偽装問題は解決には至っておらず、建築物件に対する不信感は今後さらに広がる可能

性があり、新たな偽装物件が発覚するなど社会的に問題が深刻化する可能性も否定できません。その場合、不動産

及び住宅に対する不信感が高まり、不動産投資市場の冷え込みにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。また、上記のとおり、当社グループの保有する物件及び売却済みの物件について、当社は構造計算書

が偽装されている可能性は低いと判断しておりますが、仮に構造計算書が偽装されていた場合には、当該不動産の

価値が下落しあるいは追加的な補償等を行うことにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 13　法的規制について

　当社グループは、現時点における法令を遵守して業務を行っておりますが、今後、関連する法令が新たに制定さ

れ、または既存の法令が改廃された場合には、当社グループの事業の一部が制約を受け、あるいは対応のために追
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加的な費用がかかるなど、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は宅地建物取引業免許を取得し、信託受益権販売業登録、不動産投資顧問業登録を受け事業を行って

おります。当社グループは法令を遵守して業務を行っておりますが、将来において法令違反の事象が発生し、監督

官庁より業務の停止や免許の取消等の処分を受けた場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可

能性があります。

　なお、当社グループの事業に関連する主な法律は以下のとおりであります。

①宅地建物取引業法

　当社は、宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業者」として、宅地もしくは建物（建物の一部を含む）の

売買もしくは交換、賃貸の代理もしくは媒介を行っております（国土交通大臣(1)第7407号　有効期限　平成23年

12月28日 （平成19年１月22日現在））。宅地建物取引業は、宅地建物取引業法をはじめとして、それに関連する

各種法令により規制を受けております。

②信託業法

　当社は、信託業法に基づく「信託受益権販売業者」として、信託受益権の販売またはその代理もしくは媒介を

行っております（関東財務局長（売信）第276号　有効期限　平成20年10月31日）。信託受益権販売業は、信託業

法をはじめとして、それに関連する各種法令により規制を受けております。

③中間法人法

　当社が不動産ファンド運営事業にて、設立している中間法人につきましては、中間法人法の適用を受けた法人

であり、同法及びそれに関連する各種法令により規制を受けております。

④証券取引法（金融商品取引法）

　匿名組合営業者が匿名組合出資により資金を調達することは、みなし有価証券の発行者とみなされその発行は

証券取引法に基づいて行われることとなります。有価証券の発行者が、有価証券の発行に際して募集勧誘行為を

第三者に委託する場合には証券業の免許を要しますが、発行者自ら募集を行う場合は、同法には抵触しないと認

識しております。なお、平成18年６月７日に「証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）」が

成立しております。罰則等の強化、公開買付制度の整備及び大量保有報告制度の整備を経たうえで、最終的には

法文名を「金融商品取引法」と改め、公布の日から起算して１年６ヶ月を超えない範囲内において政令で定める

日に施行される予定です。同法においては、集団投資スキーム持分等の自己募集を業として行う者を「第二種金

融商品取引業」と定めると共に、内閣総理大臣への登録等を義務付けております。この点につきましては、今後

予定される政令等の内容に従い適時適切に対応する所存であります。

⑤有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律

　みなし有価証券とされる匿名組合出資金そのものの運用助言を行う場合、その行為は「有価証券に係る投資顧

問業の規制等に関する法律」上の投資顧問業に該当いたします。一方で、当社の行う業務は、不動産投資等に関

するアセットマネジメント業務であり、上述の匿名組合出資金そのものの運用助言を行うものではありません。

よって、当社の業務は投資顧問業法に抵触しないものと認識しております。

⑥その他

　当社グループが今後行う不動産投資スキームによっては、以下の法律の制約を受ける可能性があります。

・不動産特定共同事業法

任意組合型、匿名組合型、共有持分による賃貸型で、複数の投資家から出資を募り、現物不動産への投資を行

い共同で資産を運用し、当該事業から得られた収益を投資家に分配する事業を行う場合には、不動産特定共同

事業法の規制を受けることになります。

・投資信託及び投資法人に関する法律（投信法）

投資信託委託業または投資法人資産運用業のいずれかを営もうとする者は、投資信託及び投資法人に関する法

律の規制を受けることになります。

・資産の流動化に関する法律（改正SPC法）

日本国内においてSPC法上の特定目的会社を設立して、資産流動化を行う場合には、資産の流動化に関する法律

の規制を受けることになります。

 14　特定人物への依存について

　当社の代表取締役社長である水永政志は最高経営責任者として当社グループの経営方針や経営戦略・事業戦略、

投資判断、資金調達等をはじめ、事業推進上重要な役割を果たしております。この事実を認識し当社では過度に同

氏へ依存しないよう、経営体制を整備して権限の委譲を進め人材の育成に努めております。また、現状において同

氏が当社業務を離れる事態は想定しておりませんが、同氏が何らかの理由により業務を遂行できなくなった場合に

は、当社グループの業績及び今後の事業推進に重大な影響を与える可能性があります。

 15　小規模組織であることについて
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　当社グループは、平成18年11月30日現在、取締役４名、監査役３名並びに従業員28名と組織が小さく、社内管理

体制もこの規模に応じたものとなっております。今後、事業拡大に伴い人員増強を図り、内部管理体制も併せて強

化・充実させていく方針でありますが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的対応ができなかった場合に

は、当社グループの事業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。

 16　人材の獲得について

　当社グループは、不動産ファンド運営事業、不動産投資事業及びアドバイザリー事業を展開しており、これらの

事業に関する高度な知識と組織力に基づく競争力のあるサービスを提供していくためには、優秀な人員の確保及び

その育成が不可欠となります。当社グループではこの認識のもとに、人材の採用・育成を継続して行っていく方針

ですが、当社グループの求める人材が十分に確保できない場合や当社グループの役職員が社外に流失した場合には、

事業の推進に影響が生じる可能性があります。

17　エイチビーケー・マスター・ファンド・エルピーについて

　当社の主要株主であるエイチビーケー・マスター・ファンド・エルピーは、平成18年11月30日現在、発行済株式

総数及び新株予約権による潜在株式の合計の16.58％を保有しております。同ファンドの運用方針については、株式

公開時のキャピタルゲインを主目的としてはおらず、また、上場後６ヶ月間は売却しない契約を締結してあります。

しかしながら、同ファンドの株式の取引動向によっては、当社の株価に影響を与える可能性があります。

18　潜在株式比率が高いことについて

　当社は、取締役及び従業員に対して新株予約権を利用したストックオプション制度を採用しております。当該新

株予約権は、平成14年12月11日開催の臨時株主総会、平成16年２月27日開催の定時株主総会、平成17年５月26日開

催の臨時株主総会及び平成18年２月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。権利行使期間に

おいてこれらの新株予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値は希薄する可能性があります。

－ 11 －



４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   4,602,371  

２．営業未収入金   24,804  

３．販売用不動産 ※１,２  13,108,070  

４．繰延税金資産   34,679  

５．その他   95,048  

貸倒引当金   △252  

流動資産合計   17,864,720 79.8

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※１,２ 1,481,749   

減価償却累計額  149,543 1,332,206  

(2）土地 ※１,２  2,387,019  

(3）その他  105,501   

減価償却累計額  7,534 97,967  

有形固定資産合計   3,817,192 17.1

２．無形固定資産   4,946 0.0

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   564,500  

(2）繰延税金資産   26,826  

(3）その他   87,096  

投資その他の資産合計   678,422 3.0

固定資産合計   4,500,562 20.1

Ⅲ　繰延資産   29,621 0.1

資産合計   22,394,903 100.0

     

－ 12 －



  
当連結会計年度

（平成18年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．営業未払金   112,815  

２．短期借入金 ※１  1,669,878  

３．未払法人税等   230,065  

４．その他   360,341  

流動負債合計   2,373,100 10.6

Ⅱ　固定負債     

１．社債   1,400,000  

２．長期借入金 ※１  7,615,892  

３．匿名組合出資預り金   7,117,912  

４．その他   94,024  

固定負債合計   16,227,828 72.5

負債合計   18,600,929 83.1

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,549,147 6.9

２．資本剰余金   1,517,587 6.8

３．利益剰余金   727,239 3.2

株主資本合計   3,793,974 16.9

純資産合計   3,793,974 16.9

負債・純資産合計   22,394,903 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   8,095,858 100.0

Ⅱ　売上原価   6,032,419 74.5

売上総利益   2,063,439 25.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１  532,140 6.6

営業利益   1,531,298 18.9

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  2,119   

２．その他  425 2,544 0.1

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  127,040   

 ２．支払手数料  43,137   

 ３．その他  37,940 208,118 2.6

経常利益   1,325,724 16.4

Ⅵ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 603 603 0.0

匿名組合損益分配前

税金等調整前当期純利益
  1,325,120 16.4

　　匿名組合損益分配額   △638,875 △7.9

税金等調整前当期純
利益

  686,245 8.5

法人税、住民税及び
事業税

 315,995   

法人税等調整額  △33,006 282,989 3.5

当期純利益   403,255 5.0
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(3）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
純資産合計

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）

822,397 790,837 325,493 1,938,728 1,938,728

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 726,750 726,750 － 1,453,500 1,453,500

当期純利益（千円） － － 403,255 403,255 403,255

連結範囲の変更による減少
額（千円）

－ － △1,510 △1,510 △1,510

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

726,750 726,750 401,745 1,855,245 1,855,245

平成18年11月30日　残高
（千円）

1,549,147 1,517,587 727,239 3,793,974 3,793,974
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税金等調整前純利益  686,245

２．匿名組合損益分配額  638,875

３．減価償却費  128,875

４．貸倒引当金の減少額  △423

５．受取利息  △2,119

６．支払利息  127,040

７．株式交付費  16,436

８．社債発行費償却  8,801

９．固定資産除却損  603

10．営業未収入金の減少額  33,515

11．販売用不動産の増加額  △5,482,158

12．営業未払金の増加額  29,662

13．その他  33,994

小計  △3,780,649

14．利息の受取額  2,067

15．利息の支払額  △141,067

16．匿名組合損益の支払額  △601,454

17．法人税等の支払額  △197,280

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,718,385

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．有形固定資産の取得による支出  △3,088,925

２．無形固定資産の取得による支出  △3,900

３．投資有価証券の取得による支出  △801,500

４．投資有価証券の払戻による収入  237,000

５．出資金の払込による支出  △10,010

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,667,335

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．短期借入金の純減額  △1,320,658

２．長期借入れによる収入  8,570,000

３．長期借入金の返済による支出  △1,424,752

４．社債の発行による収入  1,461,577

５．匿名組合出資預り金による収入  2,900,000

６．株式の発行による収入  1,437,063

財務活動によるキャッシュ・フロー  11,623,231

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  3,237,510

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  560,621

Ⅶ　連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額

 804,239

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,602,371

   

－ 16 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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　４社

 連結子会社の名称

 　有限会社スター・ローン

 有限会社スター・ファンド

 　有限会社スター・ファンド・アンバー

 　有限責任中間法人スター・プロパティー

ズ

 　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　実務対応報告第20号）を適用し

ております。これにより上記４社を当連結

会計年度より連結しております。

(2)非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

　連結子会社である有限会社スター・ロー

ン、有限会社スター・ファンド、有限会社

スター・ファンド・アンバー、有限責任中

間法人スター・プロパティーズの決算日は、

７月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については10月31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。ただし、連結決算日との間に発生した

重要な取引については、連結上必要な調整

を行なっております。

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　有価証券 

　その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。なお、匿名組合出資金及びそれ

に類する出資については、匿名組合の損

益のうち当社の持分相当額を売上高に計

上するとともに、「投資有価証券」を加

減しております。

ロ　棚卸資産

(1）販売用不動産

　　個別法による原価法によっております。

(2）貯蔵品

　　最終仕入原価法によっております。
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項目
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）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

 

イ　有形固定資産

定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）

については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　２～50年

その他　　　　　　３～20年

 

 

ロ　無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアは、社

内における見込利用可能期間（５年）

を採用しております。

 

 

ハ　長期前払費用

定額法によっております。

 

（3）重要な繰延資産の処理方法

 

イ　株式交付費

　　支出時に全額費用処理しております。

 ロ　社債発行費

償還期間にわたり均等償却しておりま

す。

 

（4）重要な引当金の計上基準

 

貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるため、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

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

 

（5）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。

 

（6）重要なヘッジ会計の方法

 

イ　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。

 

 

 

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

 

 

ハ　ヘッジ方針

変動金利による借入金金利を固定金利

に交換し、金利変動リスクをヘッジし

ております。
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項目
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）

（7）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項

 

イ　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。ただし、免税事業者に該

当する連結子会社については税込処理

によっております。

ロ　匿名組合出資預り金の会計処理

当社の連結子会社である有限会社ス

ター・ローンは匿名組合の営業者とし

ての業務を受託しております。

匿名組合の財産は、営業者に帰属する

ことから、匿名組合の全ての財産及び

損益は、連結財務諸表に含め、総額に

て表示しております。

匿名組合出資者からの出資金受け入れ

時に「匿名組合出資預り金」を計上し、

匿名組合が獲得した純損益の出資者持

分相当額については、税金等調整前当

期純利益の直前の「匿名組合損益分配

額」に計上するとともに同額を「匿名

組合出資預り金」に加減し、出資金の

払い戻しについては、「匿名組合出資

預り金」を減額させております。

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。

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

　該当する事項はありません。

７．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、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。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

※１．担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 7,701,122千円

建物及び構築物 773,097千円

土地 1,790,062千円

  計 10,264,281千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,489,878千円

長期借入金 7,615,892千円

計 9,105,770千円

※２．販売用不動産に振り替えたものは以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物 446,587千円

土地 860,700千円

　３．当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントの総額
880,000千円

借入実行残高 512,322千円

差引額 367,678千円

（連結損益計算書関係）

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.　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。

 役員報酬 54,671千円 

 給与・賞与手当 126,286千円 

 租税公課 140,628千円 

 貸倒引当金繰入額 220千円 

※２．固定資産除却損の内訳

建物 603千円
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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
株式数（株）

当連結会計年度
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 53,000 12,100 － 65,100

合計 53,000 12,100 － 65,100

 　（注）1.普通株式の発行済株式総数の増加12,100株は、新株予約権の権利行使による新株発行による増加2,100株、公

募による新株発行による増加10,000株であります。

 　　　　2.自己株式については、該当事項はありません。

 

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

　該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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．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18年11月30日現在）

現金及び預金勘定 4,602,371千円

現金及び現金同等物 4,602,371千円

　２．重要な非資金取引

固定資産の販売用不動産振替

額
1,307,287千円
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①　リース取引

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）

　　　会社事業内容に照らして重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引のため、連結財務

諸表規則第15条の３の規定に基づき記載を省略して

おります。

②　有価証券

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 0

匿名組合出資金 257,000

優先出資証券 307,500

③　デリバティブ取引

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.取引の状況に関する事項

    （１）取引の内容

当社グループは、デリバティブ取引を金利変動リ

スクをヘッジする目的で利用しております。   

 　 （２）取引に対する取組方針

投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であ

ります。 

    （３）取引の利用目的

変動金利による借入金利を固定金利に交換する金

利スワップ取引を利用しております。   

    （４）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリス

クを有しております。なお取引の契約先は信用度

の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履

行によるリスクはほとんどないと認識しておりま

す。　   

    （５）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の取り組みにおいては、取締役

会の承認を得るものとしており、取引の実行及び

管理は経営管理部が行っております。

　２.取引の時価等に関する事項

　　　    当連結会計年度において金利スワップ取引を行っ

ておりますが、全てヘッジ会計を適用しておりま

すので注記の対象から除いております。
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④　退職給付

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）

　　当社グループは、退職給付制度を採用しておりません

ので、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）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成14年12月28日
ストック・オプション

平成16年3月11日
ストック・オプション

平成17年7月1日
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の代表取締役　1名 当社の代表取締役　1名

当社の代表取締役　１名

当社の取締役　　　２名

当社の監査役　　　２名

当社の従業員　　　11名

当社の顧問　　　　２名

当社の取引先　　　８名

ストック・オプション数 普通株式　　　5,000株 普通株式　　　13,000株 普通株式　　　4,130株

付与日 平成14年12月28日 平成16年3月11日 平成17年7月1日

権利確定条件

権利行使時においても当社ま

たは当社子会社及び関連会社

の取締役または監査役その他

これに準ずる地位であること

を要する。

権利行使時においても同等の

またはこれに準じる地位であ

ることを要する。

権利行使時においても同等の

またはこれに準じる地位であ

ることを要する。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。
平成17年7月1日

～平成19年7月1日

権利行使期間
平成15年1月1日

～平成34年12月31日

平成16年3月11日

～平成26年2月27日

平成19年7月2日

～平成27年5月26日

平成17年9月28日
ストック・オプション

平成18年３月１日
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　　 ９名 当社従業員　　 ７名

ストック・オプション数 普通株式　　　263株 普通株式　　　125株

付与日 平成17年9月28日 平成18年３月１日

権利確定条件

権利行使時においても同等の

またはこれに準じる地位であ

ることを要する。

権利行使時においても同等の

またはこれに準じる地位であ

ることを要する。

対象勤務期間
平成17年9月28日

～平成19年9月28日

平成18年３月１日

～平成20年３月１日

権利行使期間
平成19年9月29日

～平成27年5月26日

平成20年３月２日

～平成28年２月23日
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成14年12月28日
ストック・オプション

平成16年3月11日
ストック・オプション

平成17年7月1日
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － 4,130

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － 4,130

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 5,000 5,907 －

権利確定 － － －

権利行使 － 2,100 －

失効 － － －

未行使残 5,000 3,807 －

平成17年9月28日
ストック・オプション

平成18年3月1日
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 263 －

付与 － 125

失効 － 10

権利確定 － －

未確定残 263 115

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 － －

②　単価情報

平成14年12月28日
ストック・オプション

平成16年3月11日
ストック・オプション

平成17年7月1日
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 50,000 35,000 60,000

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

平成17年9月28日
ストック・オプション

平成18年3月1日
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 60,000 78,000

行使時平均株価　　　　　（円） － －
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⑥　税効果会計

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 20,365千円

未払不動産取得税 14,080千円

その他 233千円

繰延税金資産（流動）小計 34,679千円

繰延税金資産（固定）  

繰延消費税等 16,439千円

税務売上認識額 8,296千円

その他 2,090千円

繰延税金資産（固定）小計 26,826千円

繰延税金資産合計 61,506千円

繰延税金資産の純額 61,506千円

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。
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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

　 　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）　
 

 
 

不動産ファン
ド運営事業 
 （千円）

不動産
投資事業 
（千円） 

アドバイザ
リー事業 
（千円） 

 計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

 連結
 （千円） 

Ⅰ.売上高及び営業利益       

　　売上高       

（1）外部顧客に対する売上高

　　

5,736,497 2,077,384 281,976 8,095,858 － 8,095,858

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高　　

－ － 24,764 24,764 △24,764 －

　　　      計 5,736,497 2,077,384 306,741 8,120,622 △24,764 8,095,858

　　営業費用 4,710,295 1,706,029 31,173 6,447,498 117,060 6,564,559

　　営業利益 1,026,201 371,354 275,567 1,673,124 △141,825 1,531,298

Ⅱ.資産、減価償却費及び資本

的支出

      

　　資産 16,830,512 4,615,084 22,062 21,467,659 927,244 22,394,903

　　減価償却費 4,473 123,218 263 127,955 920 128,875

　　資本的支出 8,415 3,080,014 495 3,088,925 3,900 3,092,825

 

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び類似性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

事業区分  

不動産ファンド運営事業 ファンド物件に関する不動産売却収入、不動産賃貸収入

不動産投資事業 不動産売却収入、不動産賃貸収入

アドバイザリー事業 業務委託料、不動産仲介手数料

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、141,825千円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。

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、927,244千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

 b.　所在地別セグメント情報

 　　　海外拠点を有しておりませんので、該当事項はありません。

 c.　海外売上高

 　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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⑧　関連当事者との取引

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）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

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 水永政志 － －
 当社代表

 取締役社長

（被所有）

直接　9.5

 

－ －

当社賃貸借契

約の債務保証

(注）

－ － －

 (注)平成18年１月の当社の本社の事務所移転に際して、当社は事務所の賃借に対して当社代表取締役社長水永政志よ

り保証を受けております。なお、保証料の支払いはありません。

 

（１株当たり情報）

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 58,279.18円

１株当たり当期純利益金額 7,237.97円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
6,013.63円

 　　　　　　　　　

　（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は、以下のとおり

であります。

項目
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）

当期純利益（千円） 403,255

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 403,255

期中平均株式数（株） 55,714

当期純利益調整額 －

普通株式増加数（株） 11,343

（うち新株予約権にかかる増加数）                        (11,343)  

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

　　　　　──────

 

 

　　　２．１株当たり純資産額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当連結会計年度

（平成18年11月30日）

純資産の部の合計額（千円） 3,793,974

普通株主に帰属しない純資産額（千円） －

普通株式に係る純資産額（千円） 3,793,974

普通株式の発行済株式数（株） 65,100

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数（株）
65,100
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（重要な後発事象）

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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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社は、不動産ファンド運営事業、不動産投資事業、アドバイザリー事業を主体としており、生産実績を定義す

ることが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。

(2）受注実績

　当社は、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業別に示すと次のとおりであります。

事業別
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）

不動産ファンド運営事業（千円） 5,736,497

不動産投資事業（千円） 2,077,384

アドバイザリー事業（千円） 281,976

合計（千円） 8,095,858

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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６．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

役員の異動に関しては、平成19年１月17日に公表のとおりであります。
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