
 

平成 20 年 2 月 5 日 

 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算短信（連結）等の一部訂正について 

 

 

平成 19 年 2 月 9 日に発表いたしました「平成 18 年 12 月期 決算短信（連結）」および「平成 18

年 12 月期 個別財務諸表の概要」の内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

記 

 

１．訂正理由 

  今回の訂正理由は、連結財務諸表の連結貸借対照表「３.投資その他資産」において「(2)長期

貸付金」として別途表記するところを「(4)その他」に含めて誤って記載していたため訂正するも

のであります。また、個別財務諸表の貸借対照表「３．投資その他資産」においても「(6)関係会

社貸付金」にすべきものを「(5)長期貸付金」に含めて誤って記載していたため訂正するものです。

その他については記載ミスによるものです。 

なお、この訂正に伴う連結および個別の業績に与える影響はございません。 

 

２．訂正内容（訂正箇所には  を付して表示しております） 

 

１． 平成 18 年 12 月期 決算短信（連結） 

１．企業集団の状況 

 〈主要な関係会社の状況〉 

 

（訂正前） 

①～④ 省略 

⑤リサ・パートナーズ沖縄 

当社がこれまで培ってきた、不動産、金融等に関するノウハウを集約し、多様な事業機会

が存在する沖縄に特化した事業を展開する目的で業務を行っております。    

 

（訂正後） 

東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 １ １ 番 ４ ４ 号

株 式 会 社 リ サ ・ パ ー ト ナ ー ズ

代 表 取 締 役 社 長  井 無 田  敦

 （コード番号：８９２４ 東証１部） 

問合せ先 執行役員経営戦略部長 柳 嘉夫 

電話番号 0 3 （ 5 5 7 3 ） 8 0 1 1 （ 代 表 ）



 

①～④ 省略 

⑤株式会社リサ・パートナーズ沖縄 

当社がこれまで培ってきた、不動産、金融等に関するノウハウを集約し、多様な事業機会

が存在する沖縄に特化した事業を展開する目的で業務を行っております。 

 

 

４．事業等のリスク 

 

（訂正前） 

  （1）～（5） 省略 

（6）プリンシパル投資事業における不動産投資業務の当社の財政状態及び経営成績に

与える影響について 

プリンシパル投資事業において、小型不動産に対して自己勘定での投資を行なっ

ておりますが、その取得・売却の時期や金額に応じて、当社の財政状態や経営成績

に大きな変動を与える可能性があります。 

所有不動産売却による売上高は、物件の売却価格が計上されるため、1取引当た

りの金額は、他の事業における手数料収入や配当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。

平成 15 年以降の不動産投資における物件売却収入の状況は以下のとおりです。 

                              （単位：百万円）   

 平成 15年 12月期 平成 16年 12月期 平成 17年 12月期 平成 18年 12月期

物件売却収入 1,706 2,452 4,879 7,832 

また、物件の取得に際しては、有利子負債を活用することがほとんどであり、物

件の取得・売却状況によって、有利子負債の残高が上下する形となります。平成 18

年 12 月末現在の有利子負債残高は 57,422 百万円（前年同期比 37,126 百万円増）

となっておりますが、このうち不動産取得に関連する借入は 16,701 百万円となっ

ております。 

なお、当社の不動産保有期間中に、地価動向、金利動向、金融情勢等のマクロ経

済に変動が生じ、これに伴って不動産市場、不動産賃貸市場ならびに賃料水準が変

動した場合には、当該不動産の収益性が低下し、当社の財政状態や経営成績に影響

を与える可能性があります。 

 

     （7）省略 

 

（8）資金調達に係る財務制限条項について 

当社は、平成 17 年 3 月 24 日付及び平成 18 年 3月 20 日付、平成 18 年 4月 25 日

付でシンジケートローン契約を締結し、平成 17 年 3月 29 日付で期間 5年、総額 20

億円、平成 18 年 3 月 24 日付で期間 5年、総額 31 億円、平成 18 年 4 月 25 日付で

期間 3年、総額 32 億円の資金調達を行っております。また、平成 18 年 7月 20 日

付で連結子会社たる有限会社マーキュリー･ファンドにてシンジケートローン契約

を締結し、平成 18 年 7月 24 日付で期間 5年、総額 36 億円の資金調達を行ってお

ります。これらの契約には各年度の連結及び単体の損益計算書上の経常利益額、貸

借対照表上の純資産の部の金額ならびに有利子負債残高等を基準とする財務制限

条項が付されております。 



 

 これらの条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、当社の財政状態に影響

を与える可能性があります。 

 

（訂正後） 

  （1）～（5） 省略 

（6）プリンシパル投資事業における不動産投資業務の当社グループの財政状態及び経

営成績に与える影響について 

プリンシパル投資事業において、小型不動産に対して自己勘定での投資を行なっ

ておりますが、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や

経営成績に大きな変動を与える可能性があります。 

所有不動産売却による売上高は、物件の売却価格が計上されるため、1取引当た

りの金額は、他の事業における手数料収入や配当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、当社グループの売上高は大きく変動する可能性があ

ります。平成 15 年 12 月期以降の不動産投資における物件売却収入の状況は以下の

とおりです。 

                              （単位：百万円）   

 平成 15年 12月期 平成 16年 12月期 平成 17年 12月期 平成 18年 12月期

物件売却収入 1,706 2,452 4,879 7,832 

また、物件の取得に際しては、有利子負債を活用することがほとんどであり、物

件の取得・売却状況によって、有利子負債の残高が上下する形となります。平成 18

年 12 月末現在の有利子負債残高は 57,422 百万円（前年同期比 37,126 百万円増）

となっておりますが、このうち不動産取得に関連する借入は 16,701 百万円となっ

ております。 

なお、当社グループの不動産保有期間中に、地価動向、金利動向、金融情勢等の

マクロ経済に変動が生じ、これに伴って不動産市場、不動産賃貸市場ならびに賃料

水準が変動した場合には、当該不動産の収益性が低下し、当社グループの財政状態

や経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

     （7）省略 

 

（8）資金調達に係る財務制限条項について 

当社は、平成 17 年 3 月 24 日付及び平成 18 年 3月 20 日付、平成 18 年 4月 25 日

付でシンジケートローン契約を締結し、平成 17 年 3月 29 日付で期間 5年、総額 20

億円、平成 18 年 3 月 24 日付で期間 5年、総額 31 億円、平成 18 年 4 月 27 日付で

期間 3年、総額 32 億円の資金調達を行っております。また、平成 18 年 7月 20 日

付で連結子会社たる有限会社マーキュリー･ファンドにおいてもシンジケートロー

ン契約を締結し、平成 18 年 7 月 24 日付で期間 5年、総額 36 億円の資金調達を行

っております。これらの契約には各年度の連結及び単体の損益計算書上の経常利益

額、貸借対照表上の純資産の部の金額ならびに有利子負債残高等を基準とする財務

制限条項が付されております。 

 これらの条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、当社グループの財政状

態に影響を与える可能性があります。 

 



 

５．連結財務諸表等 

(1）連結貸借対照表 

 

（訂正前） 

 

 

前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年12月31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）    

     

Ⅱ 固定資産    

     

３． 投資その他の資産    

(1） 投資有価証券 ※１ 4,745 9,259  

(2) 長期貸付金  - 1,337  

(3） 繰延税金資産  3 267  

(4） その他 ※１ 957 708  

 投資その他の資産合計  5,707 18.8 11,573 14.2 5,865

 固定資産合計  8,086 26.6 18,590 22.9 10,504

 資産合計  30,437 100.0 81,130 100.0 50,692

     

 

 

（訂正後） 

 

 

前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年12月31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）    

     

Ⅱ 固定資産    

     

３． 投資その他の資産    

(1） 投資有価証券 ※１ 4,745 9,259  

(2) 長期貸付金  401 1,337  

(3） 繰延税金資産  3 267  

(4） その他 ※１ 556 708  

 投資その他の資産合計  5,707 18.8 11,573 14.2 5,865

 固定資産合計  8,086 26.6 18,590 22.9 10,504

 資産合計  30,437 100.0 81,130 100.0 50,692

     

 



 

２． 平成 18年 12 月期 個別財務諸表の概要 

７．個別財務諸表等 

(1）貸借対照表 

 

（訂正前） 

 

 

前事業年度 

（平成17年12月31日） 

当事業年度 

（平成18年12月31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）    

     

Ⅱ 固定資産    

     

３． 投資その他の資産    

(1） 投資有価証券  4,472 8,801  

(2) 関係会社株式  1,315 1,683  

(3） 出資金  147 177  

(4） 関係会社出資金  15 -  

(5) 長期貸付金  465 1,307  

(6） 関係会社長期貸付金  - 94  

(7) 長期前払費用  - 15  

(8) 長期前払消費税等  40 83  

(9） 長期差入保証金  327 355  

(10) 繰延税金資産  - 267  

(11) その他  2 0  

 投資その他の資産合計  6,785 22.2 12,786 15.9 6,000

 固定資産合計  8,745 28.6 19,433 24.1 10,688

 資産合計  30,608 100.0 80,590 100.0 49,982

     

     

 

 



 

（訂正後） 

 

 

前事業年度 

（平成17年12月31日） 

当事業年度 

（平成18年12月31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）    

     

Ⅱ 固定資産    

     

３． 投資その他の資産    

(1） 投資有価証券  4,472 8,801  

(2) 関係会社株式  1,315 1,683  

(3） 出資金  147 177  

(4） 関係会社出資金  15 -  

(5) 長期貸付金  371 1,307  

(6） 関係会社長期貸付金  94 94  

(7) 長期前払費用  - 15  

(8) 長期前払消費税等  40 83  

(9） 長期差入保証金  327 355  

(10) 繰延税金資産  - 267  

(11) その他  2 0  

 投資その他の資産合計  6,785 22.2 12,786 15.9 6,000

 固定資産合計  8,745 28.6 19,433 24.1 10,688

 資産合計  30,608 100.0 80,590 100.0 49,982

     

     

 


