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平成 19 年 11 月期中間・通期の連結及び個別業績予想の修正に関するお知らせ 
 
 

直近の業績動向等を踏まえ、平成 19 年１月 18 日付けで公表した平成 19 年 11 月期中間・通期の業

績予想につきまして、下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、平成 19 年 11 月期の配当金につきましては、現在のところ当初の予定通り、期末配当金 500

円を予定しております。 

  

                      記 

   

１．平成 19 年 11 月期中間業績予想の修正 

（１）連結（平成 18 年 12 月１日～平成 19 年５月 31 日）           （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 中間純利益 

前回公表予想（Ａ） 14,300 2,100 1,200

今回修正予想（Ｂ） 9,674 1,353 766

増減額（Ｂ－Ａ） △4,626 △747 △434

増減率（％） △32.3 △35.6 △36.2

（ご参考）前期実績 

（平成 18年 11 月期中間）（Ｃ） 867

 

146 69

 前期実績からの増減額（Ｂ－Ｃ） 8,807 1,207 697

前期実績からの増減率（％） 1,015.8 826.7 1,010.1

  

（２）個別（平成 18 年 12 月１日～平成 19 年５月 31 日）           （単位：百万円） 

 営業収益 経常利益 中間純利益 

前回公表予想（Ａ） 2,300 1,800 1,000

今回修正予想（Ｂ） 1,932 1,396 779

増減額（Ｂ－Ａ） △368 △404 △221

増減率（％） △16.0 △22.4 △22.1

（ご参考）前期実績 

（平成 18年 11 月期中間）（Ｃ） 548

 

162 86

 前期実績からの増減額（Ｂ－Ｃ） 1,384 1,234 693

前期実績からの増減率（％） 252.6 761.7 805.8

 

※ 平成 18 年 11 月期中間において、平成 18 年９月８日に企業会計基準委員会より公表された「実務対

応報告第 20 号：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」

は適用しておりません。 
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２．平成 19 年 11 月期通期業績予想の修正 

（１）連結（平成 18 年 12 月１日～平成 19 年 11 月 30 日）           （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回公表予想（Ａ） 30,000 6,000 3,500

今回修正予想（Ｂ） 16,000 1,400 840

増減額（Ｂ－Ａ） △14,000 △4,600 △2,660

増減率（％） △46.7 △76.7 △76.0

（ご参考）前期実績 

（平成 18年 11 月期）（Ｃ） 

 

20,383

 

4,753 2,738

 前期実績からの増減額（Ｂ－Ｃ） △4,383 △3,353 △1,898

前期実績からの増減率（％） △21.5 △70.5 △69.3

  

（２）個別（平成 18 年 12 月１日～平成 19 年 11 月 30 日）           （単位：百万円） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 

前回公表予想（Ａ） 6,500 5,400 3,200

今回修正予想（Ｂ） 2,500 1,400     830

増減額（Ｂ－Ａ） △4,000 △4,000 △2,370

増減率（％） △61.5 △74.1 △74.1

（ご参考）前期実績 

（平成 18年 11 月期）（Ｃ） 

 

5,667

 

4,805 2,784

 前期実績からの増減額（Ｂ－Ｃ） △3,167 △3,405 △1,954

前期実績からの増減率（％） △55.9 △70.9   △70.2

 

３．業績予想の修正の理由 

（１）全般的要因 

 当社グループは、安定した収益をあげることが可能なアセットマネジメント事業を基盤に、より大き

な収益増が期待できるインベストメントバンク事業を展開しており、現在その売上高及び利益の過半は

インベストメントバンク事業に依拠しております。 

この度の業績予想の修正は、インベストメントバンク事業の不動産投資等部門における収益ならびに

証券投資等部門の収益が来期以降に計上される見通しとなったことによるものです。 

 

①不動産投資等部門における修正要因 

 当社グループは、前期において大型不動産物件の売却に成功した実績を踏まえ、完成物件を取得し、

リースアップによるバリューアップ後、売却するスキームを前提に業績予想を策定いたしました。当上

半期においてはその計画に則り、完成物件の売却に成功し収益を計上しております。 

昨今の不動産市況を鑑みますと、優良完成物件の取得競争が激化しており、当社の想定する利益が獲

得できるような完成物件の需要が逼迫してきております。そこで当社グループは、引き続き完成物件を

投資対象とするものの、当下半期においては開発型案件への投資に経営資源をより注力することといた

しました。開発型案件とは、不動産開発用地を取得し、物件を開発し、リースアップ後、売却して収益

化するスキームを指し、一般的には、完成物件に投資する場合と比較して収益化に時間を要すものの、

中長期的にはより大きな収益が見込まれます。当社グループが開発型案件への投資に比重を置くことと

なりましたのは、国内における不動産投資の主要主体となった海外投資家との太いパイプを構築してき

たことが挙げられます。具体的には、当社グループが海外投資家とのリレーションにより、そのニーズ

を的確に捉えた開発物件への投資を可能とするだけでなく、海外投資家を含め多様な出口戦略を有する

当社グループは、完成時における物件の売却リスクを抑えながら大きなリターンを享受できるものと判

断したことによります。 

よって、不動産投資等部門における修正要因は、開発型案件への投資に比重を置くことにより、収益

が来期以降に計上される見通しとなったことによります。 

 

②証券投資等部門における修正要因 

証券投資等部門における修正の要因は、上場企業・未上場企業への投資による収益が来期以降に計上

される見通しとなったことが主要因です。上場企業への投資において、当社の株式公開による知名度の
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向上により投資案件の引き合いは増加いたしましたが、企業価値やマネジメント等の様々な要因を総合

的に勘案した結果、当上半期においては投資を実行しなかったことが挙げられます。また、当下半期に

おいて上場を予定していた未上場企業の上場時期がずれ込む見通しであり、来期以降での売却益を見込

んでおります。 

 

（２）中間期 

 ①連結 

当連結中間会計期間の業績は、前回公表予想と比較して売上高が 32.3％減、経常利益が 35.6％減、中

間純利益が 36.2％減となる見込みです。 

売上高、経常利益、中間純利益等、業績の修正要因は、インベストメントバンク事業の不動産投資等

部門において、当上半期中の売却を見込んでいた物件の一部が、昨今の不動産市況の動向を鑑み、当下

半期以降に売却されると見込んだことが主要因です。また、子会社におきましては、ＦＣレジデンシャ

ル投資法人の資産運用を受託しているファンドクリエーション不動産投信株式会社は、投資法人の増資

を見込んでいたものの、市況や外部要因等を総合的に勘案した結果、増資の実行を見送りました。その

ため、物件取得が当初の予定通り進まず、物件取得に伴う取得報酬が計上されなかったことが主要因で

す。 

 

 ②個別 

 当中間会計期間の業績は、前回公表予想と比較して営業収益が 16.0％減、経常利益が 22.4％減、中間

純利益が 22.1％減となる見込みです。 

営業収益、経常利益、中間純利益等、業績の修正要因は、インベストメントバンク事業の不動産投資

等部門において、当上半期での売却を見込んでいた物件の一部が、昨今の不動産市況の動向を鑑み、当

下半期以降に売却されると見込んだため、匿名組合分配金が当下半期以降に計上されることが主要因で

す。 

 

（３）通期 

①連結 

当連結会計年度の業績は、前回公表予想と比較して売上高が 46.7％減、経常利益が 76.7％減、当期純

利益が 76.0％減となる見込みです。 

売上高、経常利益、当期純利益等、業績の修正要因は、インベストメントバンク事業の不動産投資等

部門における収益ならびに証券投資等部門の収益が来期以降に計上される見通しとなったことによるも

のです。 

a.不動産投資等部門における修正要因 

当社グループは、前期での大型不動産物件の売却に成功した実績を踏まえ、業績予想を策定いたしま

したが、当下半期において、より大きな収益を見込める開発型案件への投資に比重を置くこととなりま

した。その理由として、当社グループが海外投資家と太いパイプを構築してきたことが挙げられます。

具体的には、海外投資家のニーズを的確に捉えた開発物件への投資を可能とするだけでなく、海外投資

家をはじめファンド等の多様な出口戦略を有する当社グループは、売却リスクを抑えながら大きな収益

を計上できるものと判断したことによります。 

よって、不動産投資等部門における修正の要因は、収益化に時間を要する開発型案件への投資に当社

グループの経営資源を注力することとしたため、収益が来期以降に計上される見通しとなったことによ

ります。 

b.証券投資等部門における修正要因 

証券投資等部門における修正の要因は、上場企業・未上場企業への投資による収益が来期以降に計上

される見通しとなったことが主要因です。上場企業への投資においては、企業価値やマネジメント等の

様々な要因を厳密に見極めた結果、当上半期においては投資を実行しなかったことが挙げられます。ま

た、当下半期において上場を予定していた未上場企業の上場時期がずれ込む見通しであり、来期以降で

の売却益を見込んでおります。 

c.子会社における修正要因 

子会社におきましては、ＦＣレジデンシャル投資法人の増資の実行を見送ったことによりファンドク

リエーション不動産投信株式会社等の主要子会社の収益が当初の予定通り進まないものと見込んでおり

ます。 
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 ②個別 

当事業年度の業績は、前回公表予想と比較して営業収益が 61.5％減、経常利益が 74.1％減、当期純利

益が 74.1％減となる見込みです。 

 営業収益、経常利益、当期純利益等、業績の修正要因は、インベストメントバンク事業の不動産投資

等部門における収益が来期以降に計上されることにより、匿名組合分配金が来期以降に計上されること

ならびに証券投資等部門の収益が来期以降に計上される見通しとなったことによるものです。 

 

 

 

  当中間期の中間決算短信及び決算説明資料については、平成 19 年７月 13 日に開示させていただく

予定です。   

 

 

 

以  上 


