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１．平成19年11月期の連結業績（平成18年12月１日～平成19年11月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月期 14,562 △28.6 1,752 △65.7 1,073 △77.4 627 △77.1

18年11月期 20,383 888.2 5,108 369.3 4,753 336.0 2,738 339.0

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年11月期 1,884 83 1,812 69 9.1 4.6 12.0

18年11月期 9,296 11 8,272 68 67.5 55.2 25.1

（参考）持分法投資損益 19年11月期 △5百万円 18年11月期 △4百万円

(2）連結財政状態

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

19年11月期 32,272 8,086 21.9 21,093 20

18年11月期 14,582 6,878 46.4 20,713 43

（参考）自己資本 19年11月期 7,068百万円 18年11月期 6,770百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年11月期 △14,421 △1,979 11,606 4,330

18年11月期 16,288 △1,489 △7,994 9,129

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年11月期 － － － － － － 1,000 00 1,000 00 326 10.8 1.8

19年11月期 － － － － － － 500 00 500 00 167 26.5 2.4

20年11月期（予想） － － － － － － 500 00 500 00 － 26.6 －

３．平成20年11月期の連結業績予想（平成19年12月１日～平成20年11月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 13,100 35.4 650 △58.3 △150 － △50 － △149 21

通期 16,300 11.9 2,050 17.0 1,050 △2.1 630 0.5 1,880 10
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 1社 （社名　ファンドクリエーション・アール・エム株式会社）

（注）詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、30ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年11月期 335,088株 18年11月期 326,888株

②　期末自己株式数 19年11月期 －株 18年11月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、60ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年11月期の個別業績（平成18年12月１日～平成19年11月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月期 2,326 △59.0 1,231 △73.8 1,304 △72.9 642 △76.9

18年11月期 5,667 315.3 4,693 588.7 4,805 607.9 2,784 627.9

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

円 銭 円 銭

19年11月期 1,930 15 1,856 28

18年11月期 9,452 21 8,411 59

(2）個別財政状態

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

19年11月期 9,405 6,949 73.9 20,740 28

18年11月期 9,942 6,631 66.7 20,287 63

（参考）自己資本 19年11月期 6,949百万円 18年11月期 6,631百万円

２．平成20年11月期の個別業績予想（平成19年12月１日～平成20年11月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 600 △68.9 100 △92.8 75 △94.6 30 △96.1 89 53

通期 1,570 △32.5 630 △48.8 590 △54.8 330 △48.6 984 82

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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３ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」を参照して下さい。

㈱ファンドクリエーション（3233）平成 19 年 11 月期決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度における国内経済は、企業収益の改善を背景にした設備投資が緩やかな増加傾向を見せ、個人消費も堅

調に推移しておりますが、米国のサブプライムローン問題に端を発した信用不安や原油価格の高止まり傾向は世界経済を

下振れさせるリスクをはらんでおり、今後の国内経済への影響が懸念されます。

　不動産ファンド業界において、平成19年９月30日に施行された金融商品取引法は、投資ファンドの運用に対し厳格なコ

ンプライアンス体制を求めており、ファンド運用に一定の要件が課されることとなりました。当社グループは、これまで

組成したファンドの多くが公募型であり、既に金融商品取引業者（資産運用業）として登録された子会社２社を有する等、

同法の施行をファンドビジネス拡大の機会と捉え、平成19年９月にファンドクリエーション・アール・エム株式会社を設

立し、現在、同社において不動産関連特定投資運用業の登録を予定しております。また、国内不動産市場、特に都心の一

等地は、欧米先進国の主要都市に比べ投資魅力に溢れており、引き続き海外投資家からの引き合いが増え、海外投資家を

含めた多様な出口戦略を有する当社グループにとって追い風になるものと考えております。一方、国内株式市場は、欧米

の金融機関を中心にサブプライムローン関連の損失が表面化したことによる信用不安の高まりから東証株価指数は低迷し

ましたが、当社グループは国内のみならずアジア諸国のファンドを手掛けており堅調にファンド純資産残高を積み上げま

した。

  このような状況下で、当社グループは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を中心に事業を展開し

てまいりました。

  アセットマネジメント事業のうち、不動産ファンドは当社の主力商品である毎月分配型の外国投資信託「ＦＣファンド

－レジット不動産証券投資信託」（以下「レジット」という）が順調に残高を伸ばし、平成19年11月末現在において316億

円となりました。証券ファンドは、FC Investment Ltd.が「MFMCP－アイザワ　トラスト　フィリピンファンド」（以下

「フィリピンファンド」という）、「フィリップ－アイザワ　トラスト　タイファンド」（以下「タイファンド」という）、

「FC Tトラスト－大福－アイザワ　中国ナンバーワンファンド」（以下「中国ナンバーワンファンド」という）等５本の

外国投資信託を組成した他、ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が内国投資信託として「AGF－FC　カナダ資源

株ファンド」（以下「カナダ資源株ファンド」という）を組成しました。当連結会計年度末における当社グループのファ

ンド純資産残高は、平成18年11月末に比べ、264億円増の1,173億円と堅調に推移しております。

  インベストメントバンク事業のうち、不動産投資等部門は、当社が匿名組合出資を行っているSPCによる不動産等の取得

及び売却活動を行いました。また、証券投資等部門では、証券仲介業務や未上場企業への投資を行いました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高14,562百万円（前年同期比28.6％減）、営業利益1,752百万円（同65.7％減）、

経常利益1,073百万円（同77.4％減）、当期純利益627百万円（同77.1％減）となりました。

  事業セグメント毎の内訳は以下の通りです。

 <アセットマネジメント事業>

  当社グループの主力商品である「レジット」、主に大手中国企業に投資する「中国ナンバーワンファンド」及び主にタ

イ企業に投資する「タイファンド」は順調にファンド純資産残高が増加し、当社グループにおける当連結会計年度末にお

けるファンド残高は1,173億円（一部円換算US$1.00=110.15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、ディスポーザルフィー及びアセットマネ

ジメントフィー等609百万円、ファンドクリエーション不動産投信株式会社におけるFCレジデンシャル投資法人の運用報酬

133百万円、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信託報酬等219百万円、FC Investment Ltd.における

ファンドの管理報酬185百万円の計上などにより、アセットマネジメント事業における売上高1,327百万円（前年同期比

8.1％減）、営業利益486百万円（同17.6％減）となりました。

 <インベストメントバンク事業> 

  不動産投資等部門は、当社が匿名組合出資を行っているSPCによる不動産等の取得及び売却活動を行いました。前連結会

計年度に引き続き、海外投資家を中心に不動産物件の売却を成功させ着実に取引実績をあげました。また、開発型案件と

して渋谷区神宮前の土地を取得いたしました。証券投資等部門は、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズにおけ

る証券仲介業務を行った他、有望な未上場企業への投資を実行いたしました。

　その結果、不動産投資における不動産等の売却等13,133百万円、証券仲介業による収益60百万円、有価証券運用損73百

万円の計上等により、インベストメントバンク事業における売上高13,104百万円（前年同期比30.6％減）、営業利益1,931

百万円（同61.9％減）となりました。

 <その他事業>

  ファインアートインベストメント株式会社においてコンテンポラリーアート（現代美術品）の売却等を行いました。

　その結果、コンテンポラリーアートの売却等73百万円の計上等により、その他事業における売上高163百万円（前年同期

比117.5％増）、営業損失111百万円（同1,786.2％増）となりました。

㈱ファンドクリエーション（3233）平成 19 年 11 月期決算短信
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(次期の見通し）

    アセットマネジメント事業は、既存ファンドの残高の積み上げを行うとともに、安定的なトラックレコードを有する

　海外の資産運用会社との提携ファンドを含む新ファンドの開発を積極的に行うことで販路を拡大し、ファンド運用資産

　残高の増加を目指してまいります。また、海外ファンドから不動産のアセットマネジメント業務を受託することでアセ

　ットマネジメントフィーを獲得し、安定的な収益を確保してまいります。

　　インベストメントバンク事業は、不動産投資等部門において、開発型案件のソーシングを強化するとともに、高収益

　が見込まれる完成物件への投資を平行し、バリューアップ後に売却活動を行ってまいります。なお、当期より本格的に

　開始いたしました開発型案件につきましては、次々期以降において物件の竣工を予定しておりますが、竣工前において

  も機動的に売却活動を行い、収益の極大化を計ってまいります。証券投資等部門において、インキュベーション事業を

  軸に有望な未上場企業への厳選投資を引き続き行ってまいります。

 

 (2）財政状態に関する分析

  ①資産、負債及び純資産の状況

 　 当連結会計年度の総資産は前連結会計年度に比べ17,690百万円増加し32,272百万円となりました。これは、主として

　開発用不動産の取得を行ったことなどにより、たな卸資産が20,506百万円増加したことによるものです。

 　 当連結会計年度の総負債は前連結会計年度に比べ16,482百万円増加し24,186百万円となりました。これは、主として

　開発用不動産の取得資金を借り入れたことなどにより、長期借入金が17,162百万円増加したことによるものです。

 　 当連結会計年度の純資産のうち自己資本は、前連結会計年度に比べ297百万円増加し7,068百万円となりました。

 

  ②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、主に販売用不動産の増加や法人税等の支払に

　より前連結会計年度に比べ4,798百万円減少し、当連結会計年度末は4,330百万円になりました。

　　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）

    営業活動に使用された資金は、14,421百万円（前年同期は16,288百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等

調整前当期純利益が1,037百万円の計上にとどまったことのほか、たな卸資産の増加12,618百万円、営業投資有価証券の

増加603百万円、法人税等の支払2,618百万円があったことによります。

 （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、1,979百万円（前年同期比32.9%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の取得による支出1,055百万円、投資有価証券の取得による支出724百万円、

貸付による支出206百万円があったことによります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

    財務活動によって得られた資金は、11,606百万円（前年同期は7,994百万円の使用）となりました。主な要因は、長

  期借入金の返済による支出7,851百万円がある一方、長期借入れによる収入19,392百万円があったことによります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

   当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、長期的な成長を可能とする内部留保

 の充実も必要と考えております。そのため、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並びに今

 後の事業計画を十分に勘案しながら総合的に決定いたします。次期の配当につきましては、当期と同様に１株当たり配

 当金を500円（期末１株当たり配当金500円）とさせていただく予定であります。

㈱ファンドクリエーション（3233）平成 19 年 11 月期決算短信
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(4）事業等のリスク

  以下において、当社グループの事業に関連する事項のうち、リスク要因となる可能性が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して考えていない事項につきましても、投資家の判断に

重要な影響を及ぼす可能性のある事項については、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、文中に記載されている将来に関する事項は、決算短信発表日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アセットマネジメント事業における売上高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％、平成19年11月期は

87.8％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「レジット」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（連結売上

高）に占める割合は48.9％、平成18年11月期は2.6％、平成19年11月期は4.5％となっております。なお、平成19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アセットマネジメント事業に占める割合は50.6％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。

  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。 
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 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、物件における権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥・瑕疵等のリスクがある場合や不動産市況の変

化、地震等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、投資資金を回収できない可能性があります。

  また、開発型不動産投資は、物件の建設途中で環境有害物質、遺跡、爆発物等が発見された場合、さらに構造計算書偽

装事件を契機とした法規制の強化等が要因となり工期が長期化し物件の完成が遅れた場合、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。

 

  ｂ.不動産投資事業への依存について

　当社グループでは、平成18年11月期から不動産投資事業へ本格的に進出いたしました。平成18年11月期における連結売

上高に対する不動産投資等部門の売上高が占める割合は90.9％、平成19年11月期は90.2％となっております。売上高の分

散化を図り経営の安定化を図るべくアセットマネジメント事業や証券投資等部門の強化を積極的に推し進めておりますが、

現時点では不動産投資等部門に大きく依存しておりますので、不動産市況の変化や売却先との交渉等の要因によりSPCが保

有する不動産の売却活動が想定どお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。

 

  ｃ.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

グループの損失となる場合があります。また、当社グループが投資する未上場企業において、株式公開準備の進捗状況等

により株式公開時期が想定どおりでなかった場合、当社グループの業績に影響を与える場合があります。

  ｄ.証券仲介業について

  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19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18年11月期から本格

的にインベストメントバンク事業を展開したため、売上高の構成内容、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。

　最近４期間の連結業績等の概要、当社設立来５期間の当社業績等の概要は下表のとおりとなっております。また、事業

の種類別セグメントの売上高については、「４．連結財務諸表」の「注記事項（セグメント情報）」をご参照下さい。
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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)

 第５期

(平成19年11月期)

（連結）      

 売上高（百万円）          　　 － 610 2,062 20,383 14,562

 経常利益（百万円）   　　　　　  － 212 1,090 4,753 1,073

 当期純利益（百万円）   　　　　　  － 86 623 2,738 627

 純資産（百万円）   　　　　　  － 624 1,346 6,878 8,086

 総資産（百万円）   　　　　　  － 1,120 2,647 14,582 32,272

（単体）      

 営業収益（百万円） 126 603 1,364 5,667 2,326

 経常利益（百万円） 44 260 678 4,805 1,304

 当期純利益（百万円） 24 131 382 2,784 642

 純資産（百万円） 45 671 1,158 6,631 6,949

 総資産（百万円） 155 1,149 2,285 9,942 9,405

 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、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まいりましたが、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

受けております。

　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。旧信託

業法第86条第１項に基づき信託受益権販売業者として登録を受けていた当社は、「証券取引法等の一部を改正する法律」

附則第200条第１項により「金融商品取引法」第29条に基づく第二種金融商品取引業者の登録を受けたものとみなされてお

り、金融商品取引法施行日から３ヶ月以内に、関東財務局に所定の届出を行う必要がありましたが、所定の期間に当該届

出を完了しております。

　また、当社は投資助言・代理業の登録も同様に受けたものとみなされており、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助言・代理業、投資運用業及び第二種金融商品取引業、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投資運用業及び第二種金融商品取引業の登録を受けたものとみなされており、金融商品取引

法施行日から3ヶ月以内に、関東財務局に所定の届出を行う必要がありましたが、それぞれ所定の期間に当該届出を完了し
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ております。

  さらに、平成19年９月30日施行の金融商品取引法対応のため、主に新法下における不動産関連特定投資運用業を行うこ

とを目的として、新たに子会社のファンドクリエーション・アール・エム株式会社を設立致しました。なお、当該新会社

では、当社で現在行っている不動産アセットマネジメント業務の一部を行わせる予定としているほか、今後は、当該新会

社を起点に新法下における不動産関連事業領域の拡大を積極的に行っていく予定としておりますが、金融商品取引業登録

が遅れる等の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。

  以下の法的規制は、現在当社グループの業務を規制していたり、現在直接規制の対象となっていなくても、今後の法改

正や当社グループの業務範囲の拡大等によっては、新たに法的規制の根拠となったりす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。

「金融商品取引法」

「資産の流動化に関する法律」

「不動産特定共同事業法」

「宅地建物取引業法」

「貸金業法」

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」

「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。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成19年11月30日現在)　

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)

 金融商品取引法

 (金融商品取引業）

 株式会社ファンドクリエーション  関東財務局長
登録  　　　－

 （金商) 第998号

 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  　　　－

（金商) 第384号

 FCパートナーズ株式会社  関東財務局長
登録  　　　－

（金商) 第628号

 ファンドクリエーション  関東財務局長
登録  　　　－

 不動産投信株式会社 （金商) 第385号

 金融商品取引法

（金融商品仲介業）

 株式会社FCインベストメント・

 アドバイザーズ

 関東財務局長
登録  　　　－

 (金仲)第38号

 貸金業法

 

 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
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 ⑤今後の事業展開について

  1,500兆円を超えるともいわれる日本の個人金融資産は、長引く低水準の金利や投資信託の販売チャネルの増加等により、

貯蓄から投資への流れが加速しておりますが、欧米の先進国に比べると依然として預貯金が大半を占めております。この

流れの中、平成19年9月30日に施行した金融商品取引法は、投資家保護と健全な金融市場の発展のため、多様な形態のファ

ンドに対し透明性の高い運用体制を求めております。

　このような業界環境において、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、「３.経営方針 (４)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19年11月30日現在、従業員100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

まいりました。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まいりましたが、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まいりましたが、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、役職員一人一人に高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金利動向について

  当社グループは、投資事業を展開しており、投資に際しては自己資金だけでなく金融機関からの借入資金を戦略的に　

活用しており、投資効率の最大化に努めております。しかしながら、金融環境が変化した場合には、支払利息の負担の増

加や資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与える可能性があります。

 

 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19年11月30日現在、

新株予約権による潜在株式数は15,020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350,108株の4.3％

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。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社22社並びに持分法適用会社１社により構成されており、ファンドの組成・管理・

運用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及び関連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。

 

 

 
・ファインアートインベストメント㈱ 

(現代美術品投資業) 

・㈱アートイット  

(出版業) 

・㈱ファインキャリア  

(人材紹介・派遣業) 

・FC アート・トラスト－コンテンポラリー・ 

 アート・ファンド  

(ファンド) 

 

 

 
・FC パートナーズ㈱ 

 (VC 投資業) 

・㈱FC インベストメント・アドバイザーズ 

 (証券仲介業) 

・㈲ヘレネ・プロパティー 

 (不動産流動化業) 

・㈲ペレウス・プロパティー 

 (不動産流動化業) 

・㈲トリトン・プロパティー 

 (不動産流動化業) 

・㈲ヘラクレス・プロパティー  

(不動産流動化業) 

・㈲アグライア・プロパティー 

 (不動産流動化業) 

・㈲ケレオス・プロパティー  

(不動産流動化業) 

・㈲ネクター・プロパティー  

(不動産流動化業) 

・㈲ミノス・プロパティー  

(不動産流動化業) 

・カネル・プロパティー(同)  

(不動産流動化業) 

・セドル・プロパティー(同)  

(不動産流動化業) 

・FC-ST ファンド投資事業有限責任組合  

(有限責任組合) 

・FC アントレプレナーファンド  

(ファンド) 

 

 
・FC Investmen t  Ltd. 

 (ファンドの運営管理) 

・ファンドクリエーション不動産投信㈱ 

 (投資法人資産運用業) 

・ファンドクリエーション投信投資顧問㈱ 

 (投資信託委託業・投資顧問業) 

・上海創喜投資諮詢有限公司  

(投資コンサルティング業) 

・ファンドクリエーション・アール・エム㈱  

(不動産投資運用業) 

 

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 

㈱ファンドクリエーション 

  (注）１．㈱ファインキャリア及び㈲ペレウス・プロパティーは、期末において連結対象外となっております。

 　　　２．FCアート・トラスト－コンテンポラリー・アート・ファンドは関連会社に該当します。

       ３．（同）は合同会社の略称です。

㈱ファンドクリエーション（3233）平成 19 年 11 月期決算短信

－ 11 －



 （１）アセットマネジメント事業　

 アセットマネジメント事業はファンド開発、不動産ファンド運用、証券ファンド運用に大別されます。

 ①ファンド開発　

  当社グループでは、「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、日本の不動産、中国

の不動産、日本の未上場株式、中国の未上場株式、コンテンポラリーアート（現代美術品）などの新しい投資対象を発掘

するのと同時に、個人投資家、富裕層、機関投資家などからの投資ニーズを汲み上げ、それらを当社グループの持つファ

ンドに関するノウハウや金融技術と組み合わせることにより、様々なファンドを投資家に提供しています。

　当社グループでは、投資家から見た透明性の高さ（開示制度の充実）や、個人投資家からの投資の受け入れの容易さか

ら、組成するファンドの多くは公募型投資信託にしております。新規ファンドの組成に当っては、ファンド開発部門が、

情報収集、企画、立案、組成支援などを行います。また、当社グループ外の弁護士、会計士、税理士等とのネットワーク

を活用し、法規制、税制等について検討を重ね、投資家にとって最適なストラクチャーを決定します。

 

 ②不動産ファンド運用

　当社グループでは日本の不動産を収益源とした毎月分配型の外国投資信託、中国の不動産を収益源とした外国投資信託、

日本の不動産を投資対象としたJ-REITを運用しております。

　当社グループにおける主力商品である毎月分配型の外国投資信託「レジット」においては、設定以来毎月45円（一口当

たり・課税前）の分配を行うなどの実績があり、公正なアドバイスを行うために当社内に投資助言委員会を設置し、適正

な運用助言を行っております。

 

 ③証券ファンド運用

 　当社グループで管理・運用する証券ファンドは、中国などアジア株式に投資する外国投資信託、日本の未上場株式に主

に投資する外国投資信託、日本の上場株式に投資する内国投資信託などです。

　特に内国投資信託を運用する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、運用者に対し、ファンドの組

成・管理・販売などファンド運用におけるプラットホームを提供し、各運用者がその個性・能力を十分に発揮できるよう

な環境を提供しています。

　日本の上場株式を主な投資対象とした内国投資信託には、投資家に対しファンドマネージャーの運用責任を明確化する

ため、それぞれファンドマネージャーの名前を冠しております。

 

 （２）インベストメントバンク事業

  インベストメントバンク事業においては、自己資金による不動産投資を行う不動産投資等部門と、自己資金による株式

などの証券への投資や証券仲介業を行う証券投資等部門があります。

  ①不動産投資等部門

  不動産投資等部門においては、投資対象不動産等を保有するSPCに対して匿名組合出資を行うことにより、当社にかかる

リスクを出資額に限定しながらリースアップ等による不動産のバリューアップを行っております。

また、不動産開発においても、投資対象不動産等を保有するSPCに対して匿名組合出資を行うことにより、当社にかかるリ

スクを出資額に限定しております。なお、バリューアップ及び開発が完了した不動産等については譲渡することにより、

売却益を得ております。

 

  ②証券投資等部門

  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、未上場企業に対し、金融ソリューションを提供し、その対価として、株式、新株予約権

への投資機会及びコンサルティングフィーを得ております。

　また、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズでは、藍澤證券株式会社及び日産センチュリー証券株式会社に対

し証券仲介業務を行っております。同社では、上場株式等の有価証券の売買の媒介及び当社グループにおいて組成した投

資信託の募集の取扱い等を行っており、取次ぎ実績に応じて仲介手数料が計上されております。証券仲介業においては、

金融法人、事業法人、その他法人及び富裕層を顧客としております。

 

 （３）その他事業

  ファインアートインベストメント株式会社においてコンテンポラリーアート（現代美術品）投資等を行っております。
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３．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・管理・運用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公募の投資信託を中心とした透明性の高い金融商品として投資家に紹介することで、わが国

だけでなく世界経済の発展に寄与するべく事業活動を遂行しております。

(2）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運用資産残高及び不動産受託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。　

(3）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、新規組入れ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。また、受託不動産残高の積

み上げも積極的に行ってまいります。証券ファンド事業につきましては、投資家のニーズを汲んだ新ファンドの開発を積

極的に行い、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。今後は、

安定的なトラックレコードを有する欧米の運用会社との提携を拡大し、更なる販路の拡大により、ファンド運用資産残高

の積み上げを行ってまいります。

 ②インベストメントバンク事業

  不動産投資等部門につきましては、海外投資家からの引き合いが強い都心一等地を中心とした開発型案件に注力すると

ともに、収益性の高い完成物件には機動的に投資を行い、リースアップによるバリューアップの後に売却活動を行ってま

いります。当社グループは多様な出口戦略を有しており、特にこれまで築いてきました海外投資家とのリレーションを強

化することで収益機会を得てまいります。証券投資等部門につきましては、リスクリターンを考慮し、インキュベーショ

ン事業を軸に引き続き有望な未上場株式への厳選投資を行ってまいります。　 

(4）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組成・管理・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ためには、ファンドからの管理報酬、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組成・管理・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、各ファンド

の運用成績を高く保つことによって、ファンド運用資産残高の拡大を図っていく必要があります。

 イ.販売会社数の拡大　　

  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

19年11月期においては証券株式会社19社、地方銀行1行となりました。

　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数の拡大を図ってまいります。
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 ②事業範囲、投資対象等の拡大

  当社グループの主力商品である毎月分配型の不動産ファンドは、純資産残高が順調に拡大するなど、アセットマネジメ

ント事業における当社グループ収益の柱として確立してまいりました。

　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、安定的なトラックレコード有する海外の資産運用会

社と提携し、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、顧客ニーズに対応した新しい投資対象や投

資地域のファンドを開発すること等により、ファンド運用資産残高の積み上げ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、当社グループは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まいります。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19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９社、その他上場企業が６

社、未上場企業が25社の計40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。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

   当該事項につきましては、別途開示しておりますコーポレートガバナンスに関する報告書の「内部統制に関する基本

 的な考え方及びその整備状況」をご参照下さい。

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

   該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年11月30日）
当連結会計年度

（平成19年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※２  9,129   4,379  △4,749

２. 売掛金   114   296  182

３．有価証券   143   361  218

４．営業投資有価証券   122   725  603

５．たな卸資産 ※２  3,785   24,292  20,506

６．繰延税金資産   165   81  △84

７．その他   223   259  36

流動資産合計   13,685 93.9  30,397 94.2 16,712

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(１)建物  51   62    

減価償却累計額  6 44  12 49  4

(２)工具器具及び備品  46   59    

減価償却累計額  16 30  23 35  5

有形固定資産合計   75 0.5  85 0.3 9

２．無形固定資産         

(１)営業権   19   ―  △19

(２)連結調整勘定   112   ―  △112

(３)のれん   ―   25  25

(４)その他   1   10  9

無形固定資産合計   134 0.9  36 0.1 △98

３．投資その他の資産         

(１)投資有価証券 ※１  367   960  592

(２)長期貸付金   ―   80  80

(３)敷金保証金   198   212  14

(４)破産更生債権等   0   12  12

(５)繰延税金資産   89   350  261

(６)その他 ※２  31   154  122

貸倒引当金   ―   △17  △17

投資その他の資産合計   687 4.7  1,753 5.4 1,066

固定資産合計   897 6.1  1,875 5.8 977

資産合計   14,582 100.0  32,272 100.0 17,690
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前連結会計年度

（平成18年11月30日）
当連結会計年度

（平成19年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

 Ⅰ　流動負債         

１．短期借入金   2,506   3,637  1,130

２．１年以内返済予定の長
期借入金

  132   95  △37

３．未払金   189   156  △33

　 ４．未払法人税等   2,068   113  △1,954

　 ５．未払消費税等   8   73  65

   ６．賞与引当金   14   12  △2

   ７．賃料保証引当金   ―   51  51

　 ８．その他   56   233  176

流動負債合計   4,977 34.1  4,373 13.5 △603

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※２  2,632   19,794  17,162

　 ２．連結調整勘定   2   ―  △2

 　３．負ののれん　   ―   0  0

 　４．預り敷金   92   17  △75

固定負債合計   2,726 18.7  19,812 61.4 17,085

負債合計   7,703 52.8  24,186 74.9 16,482

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,627 11.2  1,655 5.1 27

２．資本剰余金   1,690 11.6  1,718 5.3 27

３．利益剰余金   3,468 23.8  3,769 11.7 300

株主資本合計   6,786 46.6  7,142 22.1 356

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  △16 △0.1  △76 △0.2 △59

２．為替換算調整勘定   1 0.0  1 0.0 △0

評価・換算差額等合計   △15 △0.1  △74 △0.2 △59

Ⅲ　少数株主持分   107 0.7  1,018 3.2 911

純資産合計   6,878 47.2  8,086 25.1 1,208

負債純資産合計   14,582 100.0  32,272 100.0 17,690
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高         

　１．不動産等売上高  18,731   13,214    

  ２．受取手数料等  1,652 20,383 100.0 1,347 14,562 100.0 △5,821

Ⅱ　売上原価         

  １．不動産等売上原価  13,648   10,667    

  ２．支払手数料等  212 13,861 68.0 162 10,829 74.4 △3,031

 　売上総利益   6,521 32.0  3,732 25.6 △2,789

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,413 6.9  1,979 13.6 566

営業利益   5,108 25.1  1,752 12.0 △3,355

Ⅳ　営業外収益         

　１．受取利息  0   19    

　２．受取配当金  5   43    

　３．連結調整勘定償却  1   ―    

４．消費税等免税益  19   ―    

　５．その他  2 28 0.1 6 70 0.5 41

Ⅴ　営業外費用         

　 １．支払利息  298   650    

　 ２．創立費  1   2    

 　３．株式交付費  16   0    

 　４．上場関連費用  23   ―    

 　５．支払手数料  38   83    

　 ６．為替差損  0   3    

 　７．持分法による投資損失  4   5    

　 ８．その他  0 384 1.9 3 749 5.2 365

経常利益   4,753 23.3  1,073 7.3 △3,679
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前連結会計年度

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

 Ⅵ　特別利益         

 　１．関係会社株式売却益  ※２ 28   6    

 　２．持分変動利益  0   4    

３．貸倒引当金戻入益  0 28 0.1 ― 11 0.1 △17

 Ⅶ　特別損失         

 　１．投資有価証券評価損 ※３ ―   29    

２．固定資産除却損 ※４ 1   0    

３．貸倒引当金繰入額  ― 1 0.0 17 46 0.3 45

税金等調整前当期純利
益

  4,780 23.4  1,037 7.1 △3,743

法人税、住民税及び事
業税

 2,118   676    

法人税等調整額  △164 1,954 9.6 △140 536 3.7 △1,417

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

  88 0.4  △126 △0.9 △214

当期純利益   2,738 13.4  627 4.3 △2,110
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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（百万円） 260 323 730 1,314

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 1,366 1,366 － 2,733

当期純利益 － － 2,738 2,738

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
（百万円）

1,366 1,366 2,738 5,471

平成18年11月30日　残高（百万円） 1,627 1,690 3,468 6,786

 

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（百万円） 30 1 31 38 1,385

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 － － － － 2,733

当期純利益 － － － － 2,738

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△47 0 △47 68 21

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△47 0 △47 68 5,492

平成18年11月30日　残高（百万円） △16 1 △15 107 6,878
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当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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18年11月30日　残高（百万円） 1,627 1,690 3,468 6,786

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 27 27 － 55

剰余金の配当 － － △326 △326

当期純利益 － － 627 627

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
（百万円）

27 27 300 356

平成19年11月30日　残高（百万円） 1,655 1,718 3,769 7,142

 

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18年11月30日　残高（百万円） △16 1 △15 107 6,878

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 － － － － 55

剰余金の配当 － － － － △326

当期純利益 － － － － 627

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△59 △0 △59 911 851

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△59 △0 △59 911 1,208

平成19年11月30日　残高（百万円） △76 1 △74 1,018 8,086
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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17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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  4,780 1,037 △3,743

減価償却費  14 17 2

営業権償却  19 － △19

のれん償却額  － 742 742

連結調整勘定償却  36 － △36

貸倒引当金の増減額
(減少：△)

 △15 17 32

賞与引当金の増減額
(減少：△) 

 14 △1 △16

賃料保証引当金の増減額
(減少：△)

 － 51 51

受取利息及び受取配当金  △5 △63 △57

支払利息  298 650 351

為替差損益  0 3 2

関係会社株式売却益  △28 △6 21

投資有価証券評価損  － 29 29

持分変動利益  － △4 △4

売上債権の増減額(増加：△)  193 △182 △376

有価証券の増減額(増加：△)  △143 △218 △74

営業投資有価証券の増減額
(増加：△)

 109 △603 △712

たな卸資産の増減額
(増加：△)

 12,057 △12,618 △24,675

未収入金の増減額(増加：△)  △113 188 302

前払費用の増減額(増加：△)  △0 △6 △5

未払消費税等の増減額
(減少：△)

 △35 60 95

保証金の支払いによる支出  △8 － 8

預り敷金の増減額(減少：△)  △132 △188 △55

その他  6 △234 △240

小計  17,050 △11,327 △28,377

利息及び配当金の受取額  5 62 56

利息の支払額  △299 △538 △238

法人税等の支払額  △467 △2,618 △2,150

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 16,288 △14,421 △30,709
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前連結会計年度

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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

 △13 △26 △12

無形固定資産の取得による支
出

 － △10 △10

定期預金の預入れによる支出  － △47 △47

質権付定期預金の預入れによ
る支出

 － △47 △47

質権付定期預金の回収による
収入

 － 19 19

投資有価証券の取得による支
出

 △80 △724 △644

その他の関係会社有価証券の
取得による支出

 △100 － 100

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
価証券の売却等による収入 

※３
※５

6 17 10

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
※４

△1,282 △1,055 227

貸付による支出  － △206 △206

貸付金回収による収入  5 113 108

保証金の支払による支出  △24 △15 8

保証金の回収による収入  － 2 2

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,489 △1,979 △490
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前連結会計年度

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入れによる収入  4,175 7,522 3,347

短期借入金の返済による支出  △14,721 △8,224 6,497

長期借入れによる収入  － 19,392 19,392

長期借入金の返済による支出  △146 △7,851 △7,704

株式上場による支出  △23 － 23

株式発行による収入  2,717 55 △2,661

配当金の支払額  － △323 △323

少数株主からの払込による収
入

 5 1,035 1,030

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △7,994 11,606 19,600

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 △0 △3 △2

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
(減少：△)

 6,803 △4,798 △11,602

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,391 9,129 7,737

Ⅶ　連結範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増加

 934 － △934

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 9,129 4,330 △4,798
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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17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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　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。

(１)連結子会社の数　22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㈱

　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㈱

　㈱ファインキャリア

  ㈱アートイット

  ファンドクリエーション・アール・エム

㈱

　㈲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

 　㈲ケレオス・プロパティー

 　㈲アグライア・プロパティー

 　㈲ミノス・プロパティー

 　㈲ネクター・プロパティー

 　カネル・プロパティー(同)

 　セドル・プロパティー(同)

 　FC-STファンド投資事業有限責任組合

 　FCアントレプレナーファンド

 

㈱ファインキャリア、㈱アートイット及

びファンドクリエーション・アール・エム

㈱は、株式を取得したことなどにより連結

の範囲に含めております。なお、㈱ファイ

ンキャリアは、平成19年11月１日付で全て

の株式を譲渡しております。

 

　㈲ケレオス・プロパティー、㈲アグラ

イア・プロパティー、㈲ミノス・プロパ

ティー、㈲ネクター・プロパティー、カ

ネル・プロパティー(同)及びセドル・プ

ロパティー(同)は、匿名組合員の地位を

取得したことなどにより連結範囲に含め

ております。

 

　 ㈲ペレウス・プロパティーは、平成19年

６月29日付で匿名組合出資を終了しており

ます。

 

　FCアントレプレナーファンドは、新規に

設定したため連結の範囲に含めております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

　(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

２．持分法の適用に関する事

項

 

(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

 

(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

 

(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、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。

　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㈱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、㈱

アートイットは３月31日、㈲ペレウス・プ

ロパティーは８月31日、㈲トリトン・プロ

パティーは８月31日、㈲ケレオス・プロパ

ティーは８月31日、㈲アグライア・プロパ

ティーは８月31日、㈲ミノス・プロパ

ティーは８月31日、㈲ネクター・プロパ

ティーは８月31日、カネル・プロパティー

(同)は２月28日、セドル・プロパティー

(同)は２月28日、FC-STファンド投資事業

有限責任組合は８月31日、FCアントレプレ

ナーファンドは12月25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17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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　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）

イ　売買目的有価証券

　同左

 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。

 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

 　　同左

 　　　

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

   ①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販売用不動産及び仕掛販売用不動産

 　　（不動産信託受益権を含む）

 　　個別法による原価法

 　　　なお、販売用不動産に係る減価償却

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～50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　　　　　　　　６～30年

工具器具及び備品　　４～20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　　２～20年

(会計方針の変更）

　当連結会計年度から法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により、減

価償却費を計上しております。

　なお、この変更に伴い損益計算書に

与える影響は軽微であります。

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────────────
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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　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。

 

 ロ　株式交付費

　支出時に全額費用としております。

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）重要な引当金の計上基

準

イ　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。

 イ　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。 

 ロ　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14百万円増加し、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。

 ロ　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。

　

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

　 

 ハ　────────────

 

 

 

 

 

  ハ　賃料保証引当金

　不動産投資において売却した物件に

係る買主への賃料保証契約に基づく賃

料保証費の支払に備えるため、賃料保

証費発生見込み額を計上しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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（２

～３年）で定額法により償却しております。

  　　　────────────　

７．のれん及び負ののれん  　　　──────────── 　効果が発現すると見積もられる期間（２

～３年）で定額法により償却しております。

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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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 （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、6,770百万

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。

 

 （１）　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２)　　　　　────────────

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３)　　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 

 (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。

　

 (４)　　　　　────────────
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前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 (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」

(企業会計基準委員会　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4,208百万円、売上高が14,017百万円、営業利

益が359百万円、経常利益が39百万円、税金等調整前当

期純利益39百万円が増加しております。

　なお、「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 平成18年９月８日)が当期下期

において公表・適用されたため、当中間連結会計期間は

従来の方法によっております。従って、当中間連結会計

期間は、同取扱いを適用した場合に比べ、総資産14,553

百万円減少しておりますが、売上高21百万円、営業利益

171百万円、経常利益192百万円、税金等調整前中間純利

益192百万円、中間純利益88百万円がそれぞれ増加して

おります。

 

 (６)　　　　　────────────

　　

 

 

 

 

 

 

 

 (５)　　　　　────────────

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (６)企業結合及び事業分離等に関する会計基準

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

(企業会計審議会　平成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月27日　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会　最終改正平成18年12月22日　企業会計基

準適用指針第10号） を適用しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

（連結貸借対照表）

 　　　　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書）

　「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「不動産

等売上高」として区分掲記し、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「支払手数料等」として表

示しております。

　表示区分の変更による損益に与える影響はありませ

ん。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

 　　　　　　　────────────

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において無形固定資産の「営業権」及び

「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から「のれん」として表示しております。

　また、前連結会計年度において固定負債の「連結調整勘

定」として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「負ののれん」として表示しております。

 

（連結損益計算書）

 　　　　　　　────────────　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「営業権償却」及び「連結調

整勘定償却」として掲記されていたものは、当連結会計年

度から「のれん償却額」として表示しております。

　

追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

　　　　　　　　──────────── （重要な減価償却資産の減価償却の方法）

　当連結会計年度から法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

　なお、この変更に伴い損益計算書に与える影響は軽微で

あります。
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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18年11月30日）

当連結会計年度
（平成19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。

 投資有価証券

 (その他の有価証券）
95百万円 

 投資有価証券

 (その他の有価証券）
89百万円 

  

 ※2．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。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円） 

 現金及び預金 　 　130

 たな卸資産 3,452　 

 　　計 　3,583

 　　　　

 　　　担保付債務は次のとおりであります。

  長期借入金 2,200百万円 

 

 

 ※2．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。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円） 

 現金及び預金 　 　       9

 たな卸資産       20,948　 

 　　計         20,957

 　　　　

 　　　担保付債務は次のとおりであります。

  長期借入金 18,000百万円 

　なお、上記のほか賃料保証に対する担保として定

期預金75百万円を差し入れております。

 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日

至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（百万円）

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （百万円）

　　　　　　

役員報酬 127

給与手当 394

賞与 129

賞与引当金繰入額 14

地代家賃 124

役員報酬      143

給与手当 549

賞与 111

賞与引当金繰入額 19

地代家賃 144

支払手数料 303

  

※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。

 ジャパンジェットチャーター㈱ 28百万円  ㈱ファインキャリア 6百万円

  

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

  ㈱エスグラントコーポレーション 29百万円

  

 ※4. 固定資産除却損の内訳

 工具器具及び備品  1百万円

 ※4. 固定資産除却損の内訳

 工具器具及び備品 0百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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
（百万円）

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  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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当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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 326,888 8,200 ― 335,088

合計 326,888 8,200 ― 335,088

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。

　　ストックオプションの行使による増加　　　　　　　　　　8,200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

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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 1,000 平成18年11月30日 平成19年２月28日

 

(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
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年２月27日

定時株主総会
普通株式 167  利益剰余金 500 平成19年11月30日 平成20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17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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18年11月30日現在) (平成19年11月30日現在)

現金及び預金勘定 9,129百万円

現金及び現金同等物 9,129百万円

現金及び預金勘定 4,379百万円

質権付普通預金 △9　　  

質権付定期預金 △47　　  

コールローン 8　　  

現金及び現金同等物 4,330百万円

  

※２. 匿名組合出資の取得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　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円)

 

流動資産 3,653

固定資産 16

連結調整勘定 150

流動負債 △30

固定負債 △2,286

少数株主持分 △3

 　㈲トリトン・プロパティーの取得価額　   1,500

　 ㈲トリトン・プロパティー現金及び

　 現金同等物　　　　　　　　　　　　   　△218

　 差引： ㈲トリトン・プロパティー

　　　　  取得のための支出　　　 　　　   1,282

 

※２. 匿名組合出資の取得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

　　㈲ケレオス・プロパティー　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円)

 

流動資産 4,133

固定資産 19

のれん 301

流動負債 △63

固定負債 △2,806

少数株主持分 △3

 　㈲ケレオス・プロパティーの取得価額　 　1,581    

　 ㈲ケレオス・プロパティーの現金及び　　

　 現金同等物　　　　　　　　　　　　　　   271   

　 差引： ㈲ケレオス・プロパティー　　

　　　　  取得のための支出　　　 　　　 　1,309　  

 

 　 　　㈲アグライア・プロパティー及び　　　　　　　　　

㈲ミノス・プロパティー

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円)

  

流動資産 3,550

固定資産 19

のれん 287

流動負債 △1,068

固定負債 △2,733

少数株主持分 △5

  　㈲アグライア・プロパティー及び

　 ㈲ミノス・プロパティーの取得価額　      　49   

　 ㈲アグライア・プロパティー及び

　 ㈲ミノス・プロパティーの現金及び　　

　 現金同等物　　　　　　　　　　　　　　   330   

　 差引： ㈲アグライア・プロパティー　　

　　　　  及び㈲ミノス・プロパティー

          取得のための支出　　　 　　　　 △280　   
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前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 　　㈲ネクター・プロパティー　　 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円)

  

流動資産 845

のれん 11

流動負債 △13

固定負債 △830

   　㈲ネクター・プロパティーの取得価額　 　  13    

　  ㈲ネクター・プロパティーの現金及び　　

　  現金同等物　　　　　　　　　　　　　     56

　  差引： ㈲ネクター・プロパティー　　

　　　　  取得のための支出　　　 　　　 　 △43　  

  

※３. 　　　　──────────── ※３. 匿名組合出資の解消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

 　　㈲ペレウス・プロパティー

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円)

 流動資産 2

少数株主持分 △2

㈲ペレウス・プロパティーの

現金及び現金同等物
2

㈲ペレウス・プロパティー匿

名組合出資の解消による収入
△2

  

※４．　　　　──────────── ※４．議決権を取得したことなど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

 　　㈱ファインキャリア　　  

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円)

  

流動資産 26

固定資産 4

のれん 11

流動負債 △12

   　㈱ファインキャリアの取得価額 　　　　　　30    

　  ㈱ファインキャリアの現金及び　　

　  現金同等物　　　　　　　　　　　　 　　　10

　  差引：㈱ファインキャリア　

　　　　  取得のための支出　　　 　　　 　   19　
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前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 　　㈱アートイット　　  

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円)

流動資産 31

固定資産 4

のれん 30

流動負債 △4

     ㈱アートイットの取得価額 　　　　　      62

　  ㈱アートイットの現金及び　　

　  現金同等物　　　　　　　　　　　　　　　 10

    差引：㈱アートイット

　　　　　取得のための支出　　　 　　　 　   51　

  

※５．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㈱

※５．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

㈱ファインキャリア

(百万円) (百万円)

流動資産 0

固定資産 0

流動負債 △6

固定負債 △15

流動資産 27

固定資産 10

流動負債 △14

㈱ファインキャリア株式売却益 6

㈱ファインキャリア株式売却額 30

㈱ファインキャリアの現金及び

現金同等物
9

差引：㈱ファインキャリア株式

売却による収入
20

  

６．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」(企業会計基準委員会　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。 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円) 

流動資産 13,385

固定資産 12

流動負債 12,962

固定負債 463

６． 　　　　　────────────
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（リース取引関係）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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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（有価証券関係）

前連結会計年度（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（百万円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

143 △7

 　　　　２.その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

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 74 △6

(２)債券    

　 ①　国債・地方債等 － － －

　 ②　社債 － － －

　 ③　その他 － － －

 (３)その他 200 183 △16

小計 280 257 △22

合計 280 257 △22

 　　　　３.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17年12月１日　至　平成18年11月30日）

 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

679 242 2

 

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（百万円）

  その他有価証券（営業投資有価証券を含む）  

　非上場株式 91

　非上場社債 10

その他 35

合計 137
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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
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券     

非上場社債  　　　　　　－  　　　　　　－ 10  　　　　　　－

合計  　　　　　　－  　　　　　　－ 10  　　　　　　－

当連結会計年度（平成19年11月30日）

 　　　　１.売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

361 △65

 　　　　２.その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

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 204 186 △17

(２)債券    

　 ①　国債・地方債等 ― ― ―

　 ②　社債 ― ― ―

　 ③　その他 ― ― ―

 (３)その他 771 669 △101

小計 975 856 △118

合計 975 856 △118

 　　　　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18年12月１日　至　平成19年11月30日）

 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

― 　 ― ― 
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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（百万円）

  その他有価証券（営業投資有価証券を含む）  

　非上場株式 396

　非上場社債 10

その他 333

合計 740

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
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券     

非上場社債 ― ― 10 ― 

合計 ― ― 10 ― 
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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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（退職給付関係）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（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

　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・オプションの内容

 会社名   提出会社

  第４回 ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　６名

ストック・オプション数（注） 普通株式6,400株

付与日 平成16年１月15日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年１月16日～平成26年１月５日

権利行使条件 

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・辞任もしくは資格喪失により、

　会社の取締役又は監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができな

　い。

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、又は

　自己の都合により退職したときは、権利行使することができない。

③その他の条件は、取締役会決議に基づき会社と新株予約権者との間で締結する

　新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。

 会社名  提出会社

  第５回 ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　２名

当社監査役　　１名

当社従業員　　７名

外部協力者　　２名

ストック・オプション数（注） 普通株式12,000株

付与日 平成16年１月15日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年１月16日～平成26年１月５日

権利行使条件 

①外部支援者たる新株予約権者が会社との契約に基づく支援者でなくなったとき

　は、権利行使することができない。

②その他の条件については、本総会および取締役会決議に基づき会社と新株予約

　権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。
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 会社名  提出会社

  第７回　ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　12名

関係会社役員及び関係会社従業員　　　　11名

ストック・オプション数（注） 普通株式12,000株

付与日 平成16年10月19日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年10月19日～平成26年10月17日

権利行使条件 

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、

　会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができ

　ない。

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また

　は退職したときは、権利行使することができない。

③その他の条件は、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

　会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

　ります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。

 会社名  提出会社

  第８回　ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社従業員　　　　　　　　　　　　16名

関係会社役員及び関係会社従業員　　６名

外部協力者　　　　　　　　　　　　５名

ストック・オプション数（注） 普通株式8,000株

付与日 平成17年９月30日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成19年２月26日～平成27年２月24日

権利行使条件 

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、

　会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができ

　ない。

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また

　は退職したときは、権利行使することができない。

③その他の条件は、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

　会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

　ります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。

㈱ファンドクリエーション（3233）平成 19 年 11 月期決算短信

－ 45 －



 会社名  提出会社

  第９回（あ）　ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社監査役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　２名

関係会社役員及び関係会社従業員　　　　８名

外部協力者　　　　　　　　　　　　　　１名

ストック・オプション数（注） 普通株式2,020株

付与日 平成17年９月30日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成19年９月29日～平成27年９月27日

権利行使条件 

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、

　会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは権利行使することができな

　い。

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また

　は退職したときは権利行使することができない。

③外部支援者たる新株予約権者が、会社との契約に基づく支援者でなくなったと

　きは権利行使することができない。

④その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に

　基づき、会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

　ころによります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。

 会社名  提出会社

  第９回（い）　ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社監査役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　11名

関係会社役員及び関係会社従業員　　　　11名

ストック・オプション数（注） 普通株式3,620株

付与日 平成18年５月31日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成19年９月29日～平成27年９月27日

権利行使条件 

 ①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失によ

　り 、会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは権利行使することが

　できない。

 ②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、ま

　たは退職したときは権利行使することができない。 　

 ③その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議

　に基づき、会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める

　ところによります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。
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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

 会社名   提出会社 同左 同左

  
 第４回

ストック・オプション
第５回 

ストック・オプション
第７回 

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  5,200 12,000 10,960

付与  ― ― ―

失効  ― ― 1,100

権利確定  5,200 12,000 9,860

未確定残  ― ― ―

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  ― ― ―

権利確定  5,200 12,000 9,860

権利行使  4,960 8,800 3,200

失効  ― ― ―

未行使残  240 3,200 6,660

 会社名   提出会社 同左 同左

  
 第８回

ストック・オプション
第９回（あ）

ストック・オプション
第９回（い）

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  8,000 2,020 ―

付与  ― ― 3,620

失効  400 40 ―

権利確定  ― ― ―

未確定残  7,600 1,980 3,620

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  ― ― ―
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②　単価情報

 会社名  提出会社 同左 同左

  
 第４回

ストック・オプション
第５回 

ストック・オプション
第７回 

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 625 625 10,000

行使時平均株価 （円） 165,774 171,490 149,312

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ―

 会社名  提出会社 同左 同左

  
 第８回

ストック・オプション
第９回（あ）

ストック・オプション
第９回（い）

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 19,500 19,500 52,000

行使時平均株価 （円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ―

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　類似会社比準方式

当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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

　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・オプションの内容

 会社名   提出会社

  第４回 ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　６名

ストック・オプション数（注） 普通株式6,400株

付与日 平成16年１月15日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年１月16日～平成26年１月５日

権利行使条件 

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・辞任もしくは資格喪失により、

　会社の取締役又は監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができな

　い。

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、又は

　自己の都合により退職したときは、権利行使することができない。

③その他の条件は、取締役会決議に基づき会社と新株予約権者との間で締結する

　新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。
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 会社名  提出会社

  第５回 ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　２名

当社監査役　　１名

当社従業員　　７名

外部協力者　　２名

ストック・オプション数（注） 普通株式12,000株

付与日 平成16年１月15日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年１月16日～平成26年１月５日

権利行使条件 

①外部支援者たる新株予約権者が会社との契約に基づく支援者でなくなったとき

　は、権利行使することができない。

②その他の条件については、本総会および取締役会決議に基づき会社と新株予約

　権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。

 会社名  提出会社

  第７回　ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　12名

関係会社役員及び関係会社従業員　　　　11名

ストック・オプション数（注） 普通株式12,000株

付与日 平成16年10月19日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年10月19日～平成26年10月17日

権利行使条件 

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、

　会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができ

　ない。

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また

　は退職したときは、権利行使することができない。

③その他の条件は、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

　会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

　ります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。
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 会社名  提出会社

  第８回　ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社従業員　　　　　　　　　　　　16名

関係会社役員及び関係会社従業員　　６名

外部協力者　　　　　　　　　　　　５名

ストック・オプション数（注） 普通株式8,000株

付与日 平成17年９月30日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成19年２月26日～平成27年２月24日

権利行使条件 

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、

　会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができ

　ない。

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また

　は退職したときは、権利行使することができない。

③その他の条件は、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

　会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

　ります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。

 会社名  提出会社

  第９回（あ）　ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社監査役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　２名

関係会社役員及び関係会社従業員　　　　８名

外部協力者　　　　　　　　　　　　　　１名

ストック・オプション数（注） 普通株式2,020株

付与日 平成17年９月30日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成19年９月29日～平成27年９月27日

権利行使条件 

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、

　会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは権利行使することができな

　い。

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また

　は退職したときは権利行使することができない。

③外部支援者たる新株予約権者が、会社との契約に基づく支援者でなくなったと

　きは権利行使することができない。

④その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に

　基づき、会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

　ころによります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。
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 会社名  提出会社

  第９回（い）　ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社監査役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　11名

関係会社役員及び関係会社従業員　　　　11名

ストック・オプション数（注） 普通株式3,620株

付与日 平成18年５月31日

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成19年９月29日～平成27年９月27日

権利行使条件 

 ①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失によ

　り 、会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは権利行使することが

　できない。

 ②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、ま

　たは退職したときは権利行使することができない。 　

 ③その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議

　に基づき、会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める

　ところによります。

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。

(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

 会社名   提出会社 同左 同左

  
 第４回

ストック・オプション
第５回 

ストック・オプション
第７回 

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  240 3,200 6,660

権利確定  － － －

権利行使  240 3,200 4,120

失効  － － －

未行使残  － － 2,540
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 会社名   提出会社 同左 同左

  
 第８回

ストック・オプション
第９回（あ）

ストック・オプション
第９回（い）

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  7,600 1,980 3,620

付与  － － －

失効  40 － 20

権利確定  3,900 1,040 －

未確定残  3,660 940 3,600

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  － － －

権利確定  3,900 1,040 －

権利行使  640 － －

失効  20 － －

未行使残  3,240 1,040 －

②　単価情報

 会社名  提出会社 同左 同左

  
 第４回

ストック・オプション
第５回 

ストック・オプション
第７回 

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 625 625 10,000

行使時平均株価 （円） 141,000 172,925 149,999

公正な評価単価（付与日） （円） － － －

 会社名  提出会社 同左 同左

  
 第８回

ストック・オプション
第９回（あ）

ストック・オプション
第９回（い）

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 19,500 19,500 52,000

行使時平均株価 （円） 39,687 － －

公正な評価単価（付与日） （円） － － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日

至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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 157百万円

一括償却資産否認 2  

特定外国子会社留保金額 73  

賞与引当金繰入額否認 5  

繰越欠損金 4  

未実現利益の消去 1  

子会社株式評価損否認 4  

会員権償却否認 0  

減価償却損金算入限度額超過額 0  

投資有価証券評価損否認 5  

その他 0  

計 254  

繰延税金資産の純額 254  

繰延税金資産   

未払事業税否認 9百万円

貸倒引当金繰入額否認 4  

賃料保証引当金繰入額否認 20  

特定外国子会社留保金額 137  

その他の関係会社有価証券評価損

否認
164

 

未実現利益の消去 4  

未払賞与否認 21  

営業投資有価証券評価減否認 13  

投資有価証券評価損否認 42  

その他 12  

計 431  

繰延税金資産の純額 431  

　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 165

固定資産－繰延税金資産 89

流動資産－繰延税金資産 81

固定資産－繰延税金資産 350

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

 

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。

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.6

営業権償却費で損金に算入されない

項目
0.8

海外連結子会社に対する低税率の適

用
△6.2

連結調整勘定償却費 4.7

欠損金子会社の未認識税務利益  9.6

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.7
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（企業結合等関係）

 当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

１．企業結合の概要

（１）取得企業の名称及び事業の内容

①㈲ケレオス・プロパティー　　不動産流動化業

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー　　不動産流動化業

（２）企業結合を行った主な理由

①㈲ケレオス・プロパティーは、同社が有する資産及び負債から生ずる利益等の大部分を実質的に当社が享

受することによる当社グループのインベストメントバンク事業の拡大を目的としております。

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティーは、両社が有する資産及び負債から生ずる利益

等の大部分を実質的に当社が享受することによる当社グループのインベストメントバンク事業の拡大を目

的としております。

（３）企業結合日

平成19年２月16日

（４）企業結合の法的形式

匿名組合出資契約の組合員の地位取得

（５）結合後企業の名称

①㈲ケレオス・プロパティー

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

（６）取得した議決権比率

0.0％（匿名組合出資契約により、当該会社の利益等の大部分を実質的に当社が享受できるため、連結の範

囲に含めております。）

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成19年３月１日から平成19年11月30日

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

（１）被取得企業の取得原価

①㈲ケレオス・プロパティー 1,581百万円

②㈲アグライア・プロパティー及び

㈲ミノス・プロパティー
49百万円

（２）取得原価の内訳

①㈲ケレオス・プロパティー

 匿名組合出資取得費用 1,581百万円

取得原価 1,581百万円

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

 匿名組合出資取得費用 49百万円

取得原価 49百万円

なお、すべて現金で取得しております。

４．発生したのれんの金額等

（１）のれんの金額

①㈲ケレオス・プロパティー 301百万円

②㈲アグライア・プロパティー及び

㈲ミノス・プロパティー
287百万円

（２）発生原因

①㈲ケレオス・プロパティーの今後の事業展開によって期待される将来の収益力の価値に関連して発生した

もの。

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティーの今後の事業展開によって期待される将来の収

益力の価値に関連して発生したもの。

（３）償却方法及び償却期間

のれんの償却については、２年間で均等償却しています。

(注) 当連結会計年度において、①㈲ケレオス・プロパティー並びに②㈲アグライア・プロパティー及び㈲

ミノス・プロパティーが保有する販売用不動産を売却したことに伴い、対応するのれんを全額償却し

ております。
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５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

（１）資産の額

①㈲ケレオス・プロパティー

 流動資産 4,133百万円

 固定資産 19

計 4,152百万円

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

 流動資産 3,550百万円

 固定資産 19

計 3,570百万円

（２）負債の額

①㈲ケレオス・プロパティー

 流動負債 63百万円

 固定負債  2,806

計 2,869百万円

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

 流動負債 1,068百万円

 固定負債  2,733

計 3,801百万円

６．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

該当事項はありません。

７．企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額

（１）㈲ケレオス・プロパティー

売上高 56百万円

営業利益 40

経常利益 26

税金等調整前当期純利益 26

当期純利益及び１株当たり当期純利益に及ぼす影響はありません。

（２）㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

売上高 42百万円

営業利益 31

経常利益 11

税金等調整前当期純利益 11

当期純利益及び１株当たり当期純利益に及ぼす影響はありません。

（注）１．上記情報は、必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に出資が

期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。
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（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

（百万円） （百万円） （百万円） (百万円) （百万円） （百万円） （百万円）

Ⅰ．売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
1,433 18,526 350 72 20,383 － 20,383

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

10 － 0 2 14 △14 －

計 1,444 18,526 351 75 20,397 △14 20,383

営業費用 853 13,647 155 81 14,737 536 15,274

営業利益(又は営業損

失)
590 4,878 195 △5 5,659 △550 5,108

Ⅱ．資産、減価償却費

及び資本的支出
       

資産 877 4,702 496 168 6,245 8,337 14,582

減価償却費 5 － 0 0 6 8 14

資本的支出 4 － 0 － 4 9 13

（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536百万円であり、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8,337百万円であり、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」(企業会計基準委員会実

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、主に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4,129百万円及び売上高が14,027百万円増加し、営業利益が407百万円減少しております。
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当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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

（百万円） （百万円） （百万円） (百万円) （百万円） （百万円） （百万円）

Ⅰ．売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
1,295 13,133 △29 162 14,562 － 14,562

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

31 － － 1 33 △33 －

計 1,327 13,133 △29 163 14,595 △33 14,562

営業費用 840 11,035 137 274 12,288 521 12,809

営業利益(又は営業損

失)
486 2,098 △166 △111 2,307 △554 1,752

Ⅱ．資産、減価償却費

及び資本的支出
       

資産 1,025 25,896 1,138 269 28,330 3,941 32,272

減価償却費 3 714 0 3 722 38 760

資本的支出 2 － － 14 17 19 36

（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521百万円であり、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3,941百万円であり、その主なものは当社余資運

用資金であります。
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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。

当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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。

当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

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

１株当たり純資産額 21,093.20円

  

１株当たり当期純利益金額 1,884.83円

  

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
1,812.69円

　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。

 
前連結会計年度

（自　平成17年12月１日
 至　平成18年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
 至　平成19年11月30日）

１株当たり当期純利益金額（百万円）   

　当期純利益（百万円） 2,738 627

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　（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（百万円） 2,738 627

　期中平均株式数（株） 294,562 332,935

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益調整額（百万円） － －

  普通株式増加数(株） 36,441 13,249

 　（うち新株予約権） (36,441) (13,249)

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

 　　　　　　　　　 　－  　　　　　　　　　 　－

（重要な後発事象）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年11月30日）
当事業年度

（平成19年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   7,672   2,417  △5,255

２. 売掛金   27   122  95

３. 未収入金   2   24  22

４．有価証券   143   283  139

５．営業投資有価証券   45   516  470

６．前払費用   13   18  4

７．関係会社短期貸付金   110   1,630  1,520

８．繰延税金資産   161   62  △99

９．預け金   －   108  108

10．その他   0   92  92

流動資産合計   8,177 82.3  5,276 56.1 △2,901

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  48   49    

減価償却累計額  6 41  10 38  △3

２．工具器具及び備品  28   38    

減価償却累計額  8 19  14 24  4

有形固定資産合計   61 0.6  62 0.7 0

(2）無形固定資産         

１．営業権   19   －  △19

２．ソフトウェア   －   7  7

無形固定資産合計   19 0.2  7 0.1 △12
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前事業年度

（平成18年11月30日）
当事業年度

（平成19年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   170   775  604

２．関係会社株式   631   1,023  392

３．その他の関係会社有
価証券

  647   764  116

４．関係会社長期貸付金   80   1,075  995

５．敷金保証金   140   143  3

６．破産更生債権等   ―   12  12

７．繰延税金資産   132   444  312

８．その他   9   90  81

　　投資損失引当金   △127   △258  △130

 　 貸倒引当金   ―   △12  △12

投資その他の資産合計   1,683 16.9  4,059 43.1 2,375

固定資産合計   1,765 17.7  4,128 43.9 2,363

資産合計   9,942 100.0  9,405 100.0 △537
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前事業年度

（平成18年11月30日）
当事業年度

（平成19年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

 Ⅰ　流動負債         

１. 短期借入金   851   1,749  898

２．１年以内返済予定の
長期借入金

  132   95  △37

３．未払金   113   99  △14

４．未払費用   9   12  2

５．未払法人税等   2,052   90  △1,962

６．未払消費税等   0   ―  △0

７．賞与引当金   11   9  △2

８．賃料保証引当金   ―   51  51

９．預り金   3   4  1

10．その他   －   2  2

流動負債合計   3,175 31.9  2,115 22.5 △1,060

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   135   340  205

固定負債合計   135 1.4  340 3.6 205

負債合計   3,310 33.3  2,455 26.1 △855

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,627 16.4  1,655 17.6 27

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,690   1,718    

資本剰余金合計   1,690 17.0  1,718 18.3 27

３．利益剰余金         

 （1）利益準備金  －   32    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  3,322   3,605    

利益剰余金合計   3,322 33.4  3,638 38.7 315

株主資本合計   6,640 66.8  7,011 74.6 371

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  △8 △0.1  △62 △0.7 △53

評価・換算差額等合計   △8 △0.1  △62 △0.7 △53

純資産合計   6,631 66.7  6,949 73.9 318

負債純資産合計   9,942 100.0  9,405 100.0 △537
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(2）損益計算書

  
　前事業年度

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

　当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　営業収益         

　１．受入手数料  831   698    

２．営業投資損益 ※２ 4,731   1,528    

３．投資顧問料  103 5,667 100.0 99 2,326 100.0 △3,341

Ⅱ　営業費用         

営業手数料  118   70    

 　　 販売費及び一般管理費 ※１ 856 974 17.2 1,024 1,095 47.1 120

営業利益   4,693 82.8  1,231 52.9 △3,461

Ⅲ　営業外収益         

１．受取利息 ※２ 3   77    

２．受取配当金 ※２ 167   39    

３．その他  2 173 3.1 3 120 5.2 △53

Ⅳ　営業外費用         

１．支払利息  21   44    

２. 株式交付費  16   0    

３．上場関連費用  23   －    

４. その他  0 60 1.1 2 47 2.0 △13

経常利益   4,805 84.8  1,304 56.1 △3,501

Ⅴ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  16 16 0.3 － － － △16

Ⅵ　特別損失         

１．関係会社株式評価損  10   －    

２．投資損失引当金繰入額  127   130    

３．固定資産除却損 ※３ －   0    

４．投資有価証券評価損額  －   29    

５．貸倒引当金繰入額  － 137 2.4 12 172 7.4 34

税引前当期純利益   4,683 82.7  1,131 48.7 △3,552

法人税、住民税及び事
業税

 2,123   665    

法人税等調整額  △223 1,899 33.6 △176 489 21.1 △1,410

当期純利益   2,784 49.1  642 27.6 △2,141
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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
 資本準備金 資本剰余金合計  繰越利益剰余金 利益剰余金合計

平成17年11月30日　残高（百万円） 260 323 323 538 538 1,122

事業年度中の変動額       

新株の発行 1,366 1,366 1,366 － － 2,733

当期純利益 － － － 2,784 2,784 2,784

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計（百万円） 1,366 1,366 1,366 2,784 2,784 5,517

平成18年11月30日　残高（百万円） 1,627 1,690 1,690 3,322 3,322 6,640

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年11月30日　残高（百万円） 36 36 1,158

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 2,733

当期純利益 － － 2,784

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△44 △44 △44

事業年度中の変動額合計（百万円） △44 △44 5,472

平成18年11月30日　残高（百万円） △8 △8 6,631
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当事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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 資本

 準備金
 資本剰余
 金合計

 利益

 準備金

 繰越利益

 剰余金

 利益剰余
 金合計

平成18年11月30日　残高（百万円） 1,627 1,690 1,690 － 3,322 3,322 6,640

事業年度中の変動額        

新株の発行 27 27 27 － － － 55

利益準備金の積立 － － － 32 △32 － －

剰余金の配当 － － － － △326 △326 △326

当期純利益 － － － － 642 642 642

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計（百万円） 27 27 27 32 283 315 371

平成19年11月30日　残高（百万円） 1,655 1,718 1,718 32 3,605 3,638 7,011

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年11月30日　残高（百万円） △8 △8 6,631

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 55

利益準備金の積立 － － －

剰余金の配当 － － △326

当期純利益 － － 642

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△53 △53 △53

事業年度中の変動額合計（百万円） △53 △53 318

平成19年11月30日　残高（百万円） △62 △62 6,949
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重要な会計方針

項目
　前事業年度

（自　平成17年12月１日
　　至　平成18年11月30日)

　当事業年度
（自　平成18年12月１日

　　至　平成19年11月30日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 有価証券

 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　子会社株式及び関連会社株式

 　移動平均法に基づく原価法

 有価証券

 イ　売買目的有価証券 

 　同左

 

 ロ　子会社株式及び関連会社株式

 　同左

 ハ　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

 　　期末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。

 ハ　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

 　　同左

 

 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

  ニ　その他の関係会社有価証券

 　①匿名組合出資

  　匿名組合が獲得した純損益の持分相当

　額について「営業投資損益」に計上する

　とともに同額を「その他の関係会社有価

　証券」に加減しております。

 　②その他

 　　移動平均法に基づく原価法

 

 ニ　その他の関係会社有価証券

 　①匿名組合出資

 　　同左

 

 

 

 　②その他

 　　同左

 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブは、時価法によっております。同左

 

３．固定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　　　　　　　　６～30年

工具器具及び備品　　４～20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

　 （会計方針の変更）

　当事業年度から法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正法人税法に規定

する償却方法により、減価償却費を計上

しております。

　なお、この変更に伴い損益計算書に与

える影響は軽微であります。

 ロ　無形固定資産

   ①────────────

 

 

　 ②営業権 

　 　３年間で均等償却しております。

 　③────────────

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おります。

   ②────────────

　 　

 　③のれん

　３年間で均等償却しております。
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項目
　前事業年度

（自　平成17年12月１日
　　至　平成18年11月30日)

　当事業年度
（自　平成18年12月１日

　　至　平成19年11月30日)

４．繰延資産の処理方法 イ　株式交付費

　　支出時に全額費用としております。

イ　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）

 　 当事業年度より「繰延資産の会計処

　理に関する当面の取扱い」（企業会計基

　準委員会　平成18年８月11日 実務対応報

　告第19号）を適用しております。

　　これにより、前事業年度末まで新株発

　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、当事業年度より

　「株式交付費」として表示しておりま

　す。

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５．引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

当社は、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。な

お、当期は貸倒実績はありません。

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

当社は、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。

 ロ　賞与引当金

  当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

当事業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、当事業年度に業

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

当事業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11百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が同額減

少しております。

ロ　賞与引当金

  当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

当事業年度負担額を計上しておりま

す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハ　投資損失引当金

  関係会社に対する投資により発生の見

込まれる損失に備えるため、その資産内

容等を検討して計上しております。　

ハ　投資損失引当金

  同左

 

 

 ニ　──────────── 

 

ニ　賃料保証引当金 

　不動産投資において売却した物件に係

る買主への賃料保証契約に基づく賃料保

証費の支払に備えるため、賃料保証費発

生見込み額を計上しております。
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項目
　前事業年度

（自　平成17年12月１日
　　至　平成18年11月30日)

　当事業年度
（自　平成18年12月１日

　　至　平成19年11月30日)

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理方法によっており

ます。

 　同左

７．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
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年12月１日

至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

（１）固定資産の減損に係る会計基準

   当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

 書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

 資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

 員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）

 を適用しております。

　 これによる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

   当事業年度より「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6,631百万円で

 あります。

　 なお、財務諸表等規則の改正により当事業年度における

 貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

 規則により作成しております。

 

 (３)ストックオプション等の会計基準

   当事業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

   当事業年度より「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)　　　　────────────

 

 

 

（１）　　　　────────────

  

 

 

 

 

 

 

 

 (２)　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３)　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 

 (４)　　　　────────────

 

 

 

 (５)企業結合及び事業分離等に関する会計基準

　当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」(企業会計

審議会　平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終

改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10号） を

適用しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年12月１日

至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

　　　　　　　──────────── 　前事業年度まで流動負債に区分掲記しておりました「未

払消費税等」（当事業年度末の残高は11百万円）は、当事

業年度末において負債及び純資産の合計額の100分の1以下

であるため、その重要性を考慮し、流動負債の「未払金」

に含めて表示することにしました。

追加情報

 

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

　　　　　　　──────────── （重要な減価償却資産の減価償却の方法）

　当事業年度から法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。

　なお、この変更に伴い損益計算書に与える影響は軽微で

あります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

　前事業年度（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。

 

　当事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。

 

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

※１. 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は17％、一般管理費に属する費用

のおおよその割合は83％であります。

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販売費に属する費用

のおおよその割合は19％、一般管理費に属する費用

のおおよその割合は81％であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 65百万円

給与手当 227

賞与 99

福利厚生費 48

地代家賃 70

旅費交通費 55

支払手数料 59

接待交際費 53

減価償却費 8

賞与引当金繰入額 11

役員報酬 64百万円

給与手当 306

賞与 93

法定福利費 48

地代家賃 71

旅費交通費 84

支払手数料 116

接待交際費 39

減価償却費 11

賞与引当金繰入額 9

  

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの営業投資損益 4,498百万円

関係会社からの受取配当金 165百万円

関係会社からの営業投資損益 1,606百万円

関係会社からの受取利息 59百万円

  

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

 工具器具及び備品 0百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

　前事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

　当事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　前事業年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

　当社は、リース契約１件当たりの金額が少額のため、注記を省略しております。

　当事業年度（自平成18年12月１日　至平成19年11月30日）

　当社は、リース契約１件当たりの金額が少額のため、注記を省略しております。

（有価証券関係）

　前事業年度（平成18年11月30日）

　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　当事業年度（平成19年11月30日）

　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年12月１日

至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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 156百万円

賞与引当金繰入額否認 4  

一括償却資産否認 1  

特定外国子会社留保金額 61  

子会社株式評価損否認 12  

会員権償却否認 0  

減価償却損金算入限度額超過額 0  

投資有価証券評価差額金 5  

投資損失引当金繰入額否認 51  

計 294  

繰延税金資産の純額 294  

繰延税金資産   

未払事業税否認 8百万円

貸倒引当金繰入額否認 4 

賞与引当金繰入額否認 3  

未払賞与否認 21  

一括償却資産否認 1  

営業投資有価証券評価損否認 1  

特定外国子会社留保金額 118  

子会社株式評価損否認 12  

会員権償却否認 0  

減価償却損金算入限度額超過額 0  

その他の関係会社有価証券評価損

否認
164

 

投資有価証券評価差額金 42  

賃料保証引当金繰入額否認 20  

投資損失引当金繰入額否認 105  

計 507  

繰延税金資産の純額 507  

  

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

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。

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目

1.4

 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.2

住民税均等割等 0.2

営業権償却費で損金に算入されない

項目
0.7

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１株当たり純資産額 20,287.63円

１株当たり当期純利益金額 9,452.21円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
8,411.59円

１株当たり純資産額 20,740.28円

１株当たり当期純利益金額 1,930.15円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
1,856.28円

　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

の前事業年度における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　　　　　　　　　3,969.58円

　１株当たり当期純利益金額　　　　　　1,509.04円

 

　 　

　（注）　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。

 
前事業年度

（自　平成17年12月１日
 至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
 至　平成19年11月30日）

１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益（百万円） 2,784 642

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（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（百万円） 2,784 642

　普通株式の期中平均株式数（株） 294,562 332,935

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益調整額（百万円） － －

  普通株式増加数（株） 36,441 13,249

  （うち新株予約権） (36,441) (13,249)

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

 　　　　　　　　　 　－  　　　　　　　　　 　－

（重要な後発事象）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

 ①代表者の異動

 　　　　該当事項はありません。

 　　②その他の役員の異動

 　　該当事項はありません。

(2）その他

 該当事項はありません。
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