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１．平成20年５月中間期の連結業績（平成19年12月１日～平成20年５月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円　 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月中間期 53,256 △9.2 4,428 △47.8 242 △96.1 △8,287 －

19年５月中間期 58,672 50.4 8,477 4.1 6,163 △13.9 4,113 0.6

19年11月期 127,707 － 26,090 － 21,110 － 12,077 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年５月中間期 △11,836 43 － －

19年５月中間期 6,095 32 6,081 89

19年11月期 17,571 18 17,540 05

（参考）持分法投資損益 20年５月中間期 △35百万円 19年５月中間期 －百万円 19年11月期 △95百万円

(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

20年５月中間期 370,271 57,996 15.6 82,451 36

19年５月中間期 270,435 62,138 22.6 87,262 05

19年11月期 324,549 69,305 20.9 97,125 90

（参考）自己資本 20年５月中間期 57,739百万円 19年５月中間期 61,058百万円 19年11月期 67,973百万円

(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

20年５月中間期 △64,227 △2,219 49,410 19,738

19年５月中間期 △63,555 △17,429 70,025 19,900

19年11月期 △64,704 △24,702 98,308 40,029

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年11月期 － － 1,800 00 1,800 00

20年11月期 － － －

20年11月期（予想） － － － 0 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 286,000 123.9 13,000 △50.2 5,200 △75.4 △4,600 － △6,500 00

－ 1 －



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４社

　　アクティブ・インベストメント・テン特定目的会社　合同会社ＲＲＢ２　合同会社ＣＲＢ１

　合同会社サファイア・ライン・ツー　　　

　(注) 詳細は、20ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。

(2）中間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（中間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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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） 20年５月中間期 700,290株 19年５月中間期 699,714株 19年11月期 699,846株

②　期末自己株式数 20年５月中間期 －株 19年５月中間期 －株 19年11月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」

をご覧下さい。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年５月中間期の個別業績（平成19年12月１日～平成20年５月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月中間期 8,576 45.8 3,425 △6.9 7,347 134.1 △2,530 －

19年５月中間期 5,882 △10.5 3,677 △22.1 3,138 △36.5 1,788 △39.1

19年11月期 19,647 － 13,720 － 13,502 － 7,631 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年５月中間期 △3,613 50

19年５月中間期 2,650 28

19年11月期 11,101 99

(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

20年５月中間期 239,013 53,111 22.2 75,771 90

19年５月中間期 180,588 53,081 29.4 75,834 71

19年11月期 211,953 57,598 27.2 82,257 23

（参考）自己資本 20年５月中間期 53,062百万円 19年５月中間期 53,062百万円 19年11月期 57,567百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 16,800 △14.5 8,300 △39.5 14,700 8.9 1,500 △80.3 2,100 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

通期の連結及び個別の業績予想につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、平成20年１月15日発表

の業績予想から一部を修正いたしました。

　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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結中間期における我が国の経済は、好調であった企業部門は弱含み、景気には一服感が見られるとともに、米

国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油価格・原材料価格の高騰などにより、国内景

気の先行きに対する減速感が顕著となり始めました。

　不動産投資市場におきましては、近年の地価の急激な回復傾向に一服感が見られ、不動産価格は価格調整局面へ入っ

ております。また、サブプライムローン問題に端を発した不動産に対する信用収縮に伴い、資金調達環境は更に厳し

さを増しており、かかる不動産の流動性も低い水準が続いております。

　このような事業環境の下、不動産投資ファンド事業、不動産投資コンサルティングサービス事業及び不動産投資事

業の３事業を展開してまいりましたが、不動産及び金融マーケットの環境に不透明感が拡がり、計画していた不動産

投資ファンドの組成や販売用不動産の売却が下期にずれ込む結果となりました。また、このようなマーケット環境を

鑑みた上で、バランスシートにて保有する固定資産について保有方針を変更し減損処理等を行った結果、特別損失は

10,872百万円となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間における経営成績は、売上高53,256百万円（前年同期比9.2％減）、経常利益242

百万円（前年同期比96.1％減）、中間純損失8,287百万円（前年同期は4,113百万円の中間純利益）となりました。

事業セグメント別の状況は次のとおりであります。

①不動産投資ファンド事業

　不動産投資ファンド事業におきましては、グループが運用している不動産投資ファンドの預り資産残高が拡大し、

投資顧問報酬は増加したものの、マーケット環境が不透明な中、予定していた不動産投資ファンドの組成が下期にず

れ込んだため、アクイジションフィーが減少したこと、プライベートファンドのクローズがなかったため、インセン

ティブ報酬が減少した結果、売上高8,522百万円（うちセグメント間の内部売上高又は振替高5,956百万円を含む。前

年同期比22.8％増）、営業費用3,310百万円（同83.3％増）、営業利益5,212百万円（同1.5％増）となりました。

②不動産投資コンサルティングサービス事業

　不動産投資コンサルティングサービス事業におきましては、計画していた不動産投資ファンドの組成が下期にずれ

込んだ結果、ファンド紹介手数料が減少し、売上高2,168百万円（うちセグメント間の内部売上高又は振替高652百万

円を含む。前年同期比13.7％増）、営業費用685百万円（同1.7％増）、営業利益1,483百万円（同20.2％増）となりま

した。

③不動産投資事業

　不動産投資事業におきましては、マーケット環境を見極めながら保有資産の売却を積極的に行い、バランスシート

で保有する不動産からの賃貸料収入が増加したものの、販売用不動産の評価損を計上した結果、売上高49,173百万円

（前年同期比6.7％減）、営業費用49,879百万円（同0.7％増）、営業損失706百万円（前年同期は3,130百万円の営業

利益）となりました。

(2)下期の見通し 

　当社グループを取り巻く環境は、引続き厳しいものが予想されますが、下期につきましては、プライベートファンド

の組成に注力するとともに、バランスシートにて保有する資産ならびに有利子負債の圧縮を進めることにより、財務健

全性を高めていく方針であります。また、販売費及び一般管理費の見直しと削減をすすめ、効率的な経営を推進いたし

ます。

　さらに、平成20年７月11日付で発表している株式会社大和証券グループ本社による資本参加に関する基本合意に基づ

き、今後、同社による当社の事業の評価や査定等を経て、最終合意に向けて協議を進めてまいります。

　これらにより、平成20年11月期（平成19年12月～平成20年11月）の連結業績は、売上高286,000百万円（前連結会計

年度比123.9％増）、営業利益13,000百万円（前連結会計年度比50.2％減）、経常利益5,200百万円（前連結会計年度比

75.4％減）、バランスシートにて保有する固定資産にかかる減損損失として当中間期に特別損失10,872百万円を計上し

たことにより、当期純損失4,600百万円（前連結会計年度は当期純利益12,077百万円）を見込んでおります。　

(3）財政状態に関する分析

 ① 貸借対照表

（流動資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて54,045百万円増加し、308,280百万円となりました。主な要因としては、現

金及び預金及び仕掛不動産がそれぞれ20,590百万円、20,502百万円減少したものの、販売用不動産及び繰延税金資産

がそれぞれ97,523百万円、4,848百万円増加したことによります。
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（固定資産）

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて8,323百万円減少し、61,985百万円となりました。主な要因としては、ゴル

フ場子会社に係る資産の減損損失10,236百万円等により土地及びのれんがそれぞれ3,724百万円、4,841百万円減少し

たことことによります。

（流動負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて37,124百万円増加し、195,273百万円となりました。主な要因としては、未

払法人税等が8,100百万円減少したものの、短期借入金が44,908百万円増加したことによります。

（固定負債）

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて19,906百万円増加し、117,001百万円となりました。主な要因としては、社

債及び長期借入金がそれぞれ14,900百万円、3,378百万円増加したことによります。

（純資産の部）

　純資産の部は、前連結会計年度末に比べて11,309百万円減少し、57,996百万円となりました。主な要因としては、

当中間連結会計期間における8,287百万円の中間純損失、剰余金の配当1,259百万円及び少数株主持分の減少1,094百万

円によるものです。

② キャッシュ・フロー計算書

　当中間連結会計期間における営業活動の結果によって使用した資金は64,227百万円、投資活動の結果によって使用

した資金は2,219百万円及び財務活動の結果により得られた資金は49,410百万円であります。その結果、現金及び現金

同等物は19,738百万円（前期比50.7%減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動の結果によって使用した資金は64,227百万円（前年同期は63,555百万円の使

用）となりました。これは主に減損損失10,236百万円及びその他の営業活動によるキャッシュ・フロー10,981百万円

があったものの、税金等調整前中間純損失10,538百万円、販売用不動産及び仕掛不動産の増加額がそれぞれ57,830百

万円、10,468百万円があったこと及び法人税等の支払額10,208百万円があったことによります。なお、その他の営業

活動によるキャッシュ・フロー10,981百万円は主に前渡金、信託留保金及び預け金の減少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）

　当中間連結会計期間における投資活動の結果によって使用した資金は2,219百万円（前年同期は17,429百万円の使

用）となりました。これは主に長期事業目的有価証券の払戻による収入1,094百万円があったものの、投資有価証券の

取得による支出1,165百万円、その他の関係会社有価証券の取得による支出908百万円、長期事業目的有価証券の取得

による支出846百万円及び有形・無形固定資産の取得による支出1,380百万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）

　当中間連結会計期間における財務活動の結果により得られた資金は49,410百万円（前年同期は70,025百万円の獲得）

となりました。これは主に借入金の返済による支出160,669百万円、社債の償還による支出600百万円及び配当金の支

払額1,712百万円があったものの、借入による収入198,877百万円及び社債の発行による収入15,400百万円があったこ

とによります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 第17期期末 第18期中間 第18期期末　 第19期中間　

 自己資本比率（％） 19.7 22.6 20.9 15.6

 時価ベースの自己資本

比率（％）
92.0 63.6 31.9 12.1

 キャッシュ・フロー対

有利子負債比率
4.3 － － －

 インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
11.3 － － －

 （注）　１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 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 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行株式数をベースに計算しております。
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３．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。

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

　当社グループは、株主に対する利益還元を重要課題の一つと考え、業績の状況、内部留保の充実ならびに株主資本利

益率(ROE)、配当性向等を総合的に勘案し決定する方針であります。配当につきましては、安定した配当を基本方針とし、

各期の経営成績等を勘案し将来的に配当性向10％～30％を目標にしていきたいと考えております。

　しかしながら、サブプライム問題に端を発する信用収縮に伴い、資金調達環境は依然厳しい状況が続いており、不動

産の流動性も低い水準が続いているなど、不動産投資市場を取巻く環境が著しく変化しております。当社グループにお

きましても、このような環境変化を鑑みた上で、バランスシートにて保有する固定資産について保有方針を変更し減損

処理等を行った結果、特別損失10,872百万円を計上することとなり、誠に遺憾ながら、当期の配当予想につきましては

無配とさせていただきたいと存じます。

　今後、平成20年７月11日付で発表しております株式会社大和証券グループ本社による資本参加に関する基本合意に基

づき、同社による当社の事業の評価や査定等を経て、最終合意に向けて協議を進めてまいります。また、財務体質を抜

本的に改善させるとともに、企業価値を向上させることにより、グループのコア事業である不動産投資ファンドの運用

による安定的収益基盤を一日も早く構築し、早い時点での復配を目指して最大限の努力を行ってまいります。今後も株

主の皆さまには変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。

(5）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりま

す。また、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる

事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。

　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事業活動を行っておりますが、本株式に関する投資判断

は、本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があります。

　① 不動産投資ファンド事業について

　当社グループは不動産投資ファンド事業を中核事業として安定収益源と位置付け、重点的に経営資源の配分を行い、

当該事業を中心としたサービス事業を展開していく方針であります。

　不動産投資ファンド事業は、投資家のニーズに合致した不動産投資ファンドの企画、組成(アレンジメント)を行い、

更に投資家の投資資金を集めたファンドからその運用の委託を受け、投資家のために投資対象となる不動産の価値最

大化を目的に、その不動産の運用と管理のサービスを提供する事業であります。

　不動産投資ファンドの投資対象となる不動産は、経済環境や市場動向に影響を受けるものの個別性の強い資産であ

り、個々の不動産に対する正確な評価・投資判断能力が重要であります。

　また、不動産市場における取引は相対交渉、入札形式が主流であり、不動産に関する情報が十分に開示、流通して

いないため、情報ネットワークの確保が必要不可欠であると考えております。

　更に、不動産投資に関する高い専門能力や豊富な知識、経験をベースとした不動産に対する評価・分析能力、投資

対象となる収益不動産を発掘する能力、不動産投資ファンドが所有する不動産の資産価値の向上を図りつつ、インカ

ムゲイン(賃料収入等)を確実なものとするために、テナント新規契約・更新管理、賃貸借条件交渉、賃料集金管理、

クレーム修繕管理及び管理会社の指示監督等を行うリーシング能力も重要なポイントとなっております。

　このように不動産投資ファンドのパフォーマンスは、その運用、管理を委託されている不動産投資ファンド運用会

社の能力と情報収集力に大きく影響すると考えております。

　当該不動産投資ファンドは、出資金の元本や収益が投資家に保証されているものではなく、あくまでも投資家の自

己責任原則が前提の投資商品であるため、ファンド運用成績が悪い場合であっても、当社が保証責任等を負うもので

はありませんが、不動産投資ファンド事業を遂行する上で、不動産投資ファンド運用会社としての当社の評価が下が

るリスクがあり、その結果、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当該事業において不動産投資ファンドを組成、運用するに当たり、金利動向、金融情勢等の影響を受ける可

能性があり、金融商品としての魅力が低下することにより、不動産投資ファンドの投資家募集に影響を与え、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。　
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② 不動産投資事業について 

　当社グループでは不動産投資事業において、不動産投資ファンドの預り資産残高の拡大を目的としてグループで運

用する不動産投資ファンドにバランスシートにて保有する販売用不動産を売却する場合があります。その場合、当社

グループの売上高には当該事業において当該販売用不動産の売却による取引額が売上高として計上されるため、当社

グループの総売上高は大きく変動する可能性があります。

　また、当社グループが当該販売用不動産の保有期間中に、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、これに伴う不動産市場、不動産賃貸市場ならびに賃料水準が変動した場合に、当該不動産の収益性が低下し、

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。

  ③ 連結の範囲について

　当社グループは不動産投資ファンド事業の遂行上、不動産投資ファンドの組成完了までの間、収益性の高い不動産

を先行確保することを目的として、SPVを設立し一時的に自己資金にて当該SPVに対して匿名組合出資の全額又は一部

投資を行う場合があります。また、将来的に新たな種類の不動産を投資対象とする不動産投資ファンドを組成するに

当たりトラックレコード(不動産投資運用実績)の積み上げと収益獲得能力、運用ノウハウの蓄積を図り、投資家に対

しこれら実績を提示するために必要不可欠なSPVを設立する場合があります。

　これらのSPVに対する連結の範囲につきましては、平成18年９月８日に企業会計基準委員会から「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」が発表され、これに準拠した処理を行っております。

しかしながら、今後もファンドやSPVにかかる会計処理についての諸規則や実務上の取扱いが変更となり、当社の会計

処理方法に変更が生じた場合には、当社グループの連結の範囲に変更が生じ、財政状態及び経営成績に大きな影響を

与える可能性があります。

④ 有利子負債への依存度が高いことについて

　当社グループは不動産投資事業として、今後計画されている不動産投資ファンドを組成するために、先行して投資

不動産を確保しておりますが、当該不動産購入資金は主に金融機関からの借入金(ノンリコースローンを含む)及び社

債の発行により調達しております。このため総資産に対する有利子負債残高比率は、平成18年11月期期末64.3％、平

成19年11月期中間66.5％、平成19年11月期期末69.3％、平成20年11月期中間77.8％と高い水準で推移しております。

　また当社は、不動産投資ファンドの組成に先立ち、不動産を自ら先行確保し、その後に当該不動産を不動産投資ファ

ンドのSPVへ譲渡することがあります。この際に、当社の当該SPVに対する匿名組合出資の比率によっては、当該取引

が金融取引として会計処理される場合があります。この結果、当社グループの財政状態及び経営成績が大きく変動す

る可能性があります。

　また、前述「③ 連結の範囲について」に記載したとおり、現在のところSPV毎に当社の匿名組合出資比率や、当該

SPVに対する支配力等の影響度合いを鑑み、個別に子会社及び関連会社の範囲について決定しております。これに伴い

SPVが調達しているノンリコースローンが連結貸借対照表に計上されるため、当社グループの財政状態が大きく変動す

る可能性があります。

（単位：百万円)

 回　次 第17期期末 第18期中間 第18期期末 第19期中間

決算年月 平成18年11月期期末 平成19年11月期中間 平成19年11月期期末 平成20年11月期中間

短期借入金 70,669 103,278 132,437 177,346

 （うち金融取引処理による残高） － － － －

(短期ノンリコースローン) (11,703) (9,388) (19,649) (55,415)

長期借入金 31,820 43,885 55,409 58,788

（うち金融取引処理による残高）　 － (3,480) (1,755) (987)

(長期ノンリコースローン) (23,478) (30,397) (42,612) (32,981)

社債 23,200 32,550 36,900 51,800

有利子負債合計① 125,689 179,713 224,747 287,934

有利子負債合計② 90,507 136,447 160,730 198,550

負債・純資産合計① 195,464 270,435 324,549 370,271

負債・純資産合計② 160,282 227,168 260,532 280,886

 有利子負債残高比率① 64.3% 66.5%　 69.3%　 77.8%　

 有利子負債残高比率② 56.5% 60.1%　 61.7%　 70.7%　

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱（8902）平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 6 －



(注）１．有利子負債合計②は短期借入金に係る金融取引処理による残高及び短期・長期借入金に係るノンリコースロー

ン（※２）を除いた合計値であります。

 ２．負債・純資産合計②は短期借入金に係る金融取引処理による残高及び短期・長期借入金に係るノンリコース

ローン（※２）を除いた合計値であります。

３．有利子負債残高比率②は有利子負債合計②／負債・純資産合計②×100で計算した結果を記載しております。 

⑤ Ｍ＆Ａについて

　当社グループでは、今後の事業規模の拡大を図る手段としてM&Aを重要な手法として位置づけております。M&Aを行

う際は、その対象企業の財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって極力リスクの

低減に努める所存でありますが、M&Aを行った後に、偶発債務や未認識債務が発生する場合等が考えられます。また、

M&Aの対象会社が外部環境の変化等各種の要因により、当社の当初の期待どおりの成果をあげられない可能性もありま

す。これらの場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

⑥ 利益相反取引について

　当社グループは、日本レジデンシャル投資法人と日本コマーシャル投資法人の２つのJ-REIT及びオポチュニティファ

ンドなどの不動産プライベートファンドの運用を行っております。各投資法人もしくはプライベートファンドが不動

産の取得を行う場合において、当社グループとその取引を行う場合があります。当社グループでは、それぞれのファ

ンド毎に、明確に異なる目標利回り及びプロダクトタイプ、規模などの投資基準を設定しており、また各投資法人の

投資案件に対する不動産情報（当社グループが保有する不動産の売却案件も含む）については、当社とそれぞれの投

資法人との間でサポートライン契約等締結し、当該案件にかかる優先交渉権を付与しております。

　当社グループではこの仕組みを監視する制度として、社内における投資委員会にて取引内容の審査を行っており、

当社グループと投資法人もしくはファンドとの間に利益相反が生じないような仕組みを構築し、運用しております。

　しかしながら、今後の事業拡大とともに関連法規が厳格化され、各投資法人ならびにプライベートファンドの投資

基準が高度化かつ複雑化し、またかかる関連法規の解釈や運用に変更が生じる可能性があります。当社グループでは

このような事態に備えて、内部管理体制を整備し十分注視する所存でありますが、社内体制が構築できなかった場合

には、誤って利益相反取引が生じる可能性があります。その結果投資家の信頼を損ない、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。　

⑦ 法的規制について

　当社グループが規制を受ける主なものとしては、「投資信託及び投資法人に関する法律(改正投信法)」「宅地建物

取引業法」「金融商品取引法」等があります。当社グループは、各種の規制に従って、また、規制上のリスクを伴っ

て業務を遂行しておりますが、将来において各種規制が変更された場合又は新たな法的規制が設けられる場合には、

法律の改廃や新たな法的規制の新設によっては当社グループの事業運営や業績に影響を与える可能性があります。

⑧ その他について 

　　１.借入金にかかる財務制限条項について

　当社は、資金調達方法の一つとして金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借入を行っており、このうちの一部に

ついて、純資産維持条項及び利益維持条項等の財務制限条項が付与されているものがあります。当社グループでは、

これらの財務制限条項に抵触することがないよう対処しておりますが、財務制限条項に抵触した場合には、当該金

銭消費貸借契約の規定により、借入金の返済や担保差入等を行わなければならなくなる可能性があり、その結果、

当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

　　２.その他

　平成20年７月11日付で株式会社大和証券グループ本社との資本参加に関する基本合意を締結いたしました。今後、

同社による当社の事業の評価や査定等を経て、最終合意に向けて協議を進めてまいります。なお、今後の協議の状

況によっては、資本参加に関連し、種類株式の発行等に伴う定款変更、株式の有利発行等が必要となり、当社の株

主総会における特別決議が必要となる可能性があり、これに伴い当社の株式価値が希薄化する可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 
  

 
 

パシフィックマネジメント株式会社 

連結子会社 

不動産投資ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業 不動産投資事業 

パシフィック・インベストメント 
・アドバイザーズ株式会社 

ビジネスアンドアセット 
ソリューション株式会社 

パシフィック･コマーシャル 

･インベストメント株式会社 
 

連結子会社 

連結子会社 連結子会社 

不動産投資ファンド事業 

連結子会社 

パシフィックリテール 
マネジメント株式会社 

連結子会社 

パシフィック･インベストメント 
･パートナーズ株式会社 

スマート・アセットマネジメント 
・システムズ株式会社 

連結子会社 

パシフィックスポーツアンド 
リゾーツ株式会社 

連結子会社 

パシフィックリアルティ 
株式会社 

（注）　１．上記の他に連結子会社36社があります。

２．平成20年２月１日付で、有限会社パシフィック・グロース・リアルティはパシフィックリアルティ株

式会社に商号を変更いたしました。

３．平成20年６月１日付で、会社分割（簡易分割）により当社の事業の一部をパシフィック・インベスト

メント・パートナーズ株式会社及びパシフィックリアルティ株式会社に承継し、持株会社体制へ移行

しております。

４．平成20年６月１日付で、パシフィックマネジメント株式会社はパシフィックホールディングス株式会

社に、パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社はパシフィックレジデンシャル株

式会社に、パシフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社はパシフィックコマーシャル株

式会社に、パシフィック・インベストメント・パートナーズ株式会社はパシフィックインベストメン

ト株式会社に、パシフィックリテールマネジメント株式会社はパシフィックリテイリング株式会社に

それぞれ商号を変更しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、今後も下記に記載する経営理念に基づき、多様で魅力的な資産運用商品ならびに不動産投資・管理

運営に関する総合的なサービスを提供することにより、不動産投資市場及び不動産流通市場の発展に寄与すべく事業展

開していく方針であります。

　このような事業展開を通じ、当社グループの発展と企業価値の拡大を実現させるとともに、日本経済の活性化に貢献

することを目指しております。 

（経営理念）

・私たちは、不動産投資ファンドの運用を通じて、日本経済及び国民の生活基盤の安定に貢献します。

・私たちは、不動産・金融市場のリーディングカンパニーとして、常に新たな価値と技術を創造します。

・私たちは、全てのステークホルダーに対し、常にフェアに行動し、感謝と謙虚の気持ちを持ち続けます。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、株主価値の持続的な向上を経営の目標としており、中長期的に15％から20％水準の株主資本利益率

(ROE)を平均して確保することと、自己資本比率20～30％以上を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、平成20年７月11日付で発表しております株式会社大和証券グループ本社による資本参加に関する基本合意に

基づき、今後、同社による当社の事業の評価や査定等を経て、最終合意に向けて協議を進めて参ります。また、財務体

質を抜本的に改善させること、グループのコア事業である不動産投資ファンドの運用による安定的収益基盤を確立する

ことにより、企業価値の向上に努める所存です。なお、当中間決算短信発表日現在におきましては、当社グループが発

表していた中期事業目標の達成を目指してまいります。

① ストック型収益※による安定収益基盤の確保と新たな事業機会獲得によるフロー型収益の追求

　当社グループにおきましては、住宅総合型REITの「日本レジデンシャル投資法人」に続き平成18年９月にオフィス

ビル・商業施設を投資対象とする「日本コマーシャル投資法人」を上場させたことにより、長期安定的収益基盤が確

立できました。また、今後におきましては、「コアプラスファンド」「オポチュニティファンド」の組成及び運用に

注力していく方針であります。

　当社グループは、今後、早期にストック型収益※によるストック型費用※カバー率100％を実現し、長期的には、当

社グループがバランスシートで保有する不動産から得られる賃貸料収入による収益も除外した、マネジメントフィー

等の手数料収入主体の収益構造の確立を目指していく方針であります。

※　ストック型収益

　不動産投資ファンドや販売用不動産で構成される預り資産残高から得られる収益項目のことであり、当社グルー

プの安定収益基盤として貢献する収益項目(主に投資顧問報酬（マネジメントフィー）、配当収益のうち定期配当、

ファンド管理手数料、賃貸収益）のこと。

※　ストック型費用

　販売費及び一般管理費のうち、不動産販売高に左右される直接販売費を控除した費用であり、人件費及び一般管

理費の合計額のこと。

② 内部成長力の強化について

　当社グループの「運用力」の強化を目的に、平成17年12月に当社の連結子会社としてスマート・アセットマネジメ

ント・システムズ株式会社を設立いたしました。同社はアセットマネジメント事業を支えるシステム会社であり、「テ

ナントからの家賃の集金」から「投資家への配当金の支払い」までの業務において、一貫したシステムの構築を目指

す会社です。当社グループは、このシステムの導入によりアセットマネジメント事業のより一層の効率化とコストダ

ウンの実現を計画しております。また、テナントと直接アクセスできる仕組みを構築することにより、顧客ニーズの

把握、付加価値の高いサービスの提供ならびにテナントの顧客満足度の向上を図ってまいります。

　これらの内部成長力の強化により、ファンドの運用能力の向上とキャパシティの拡大及びテナントニーズを的確に

捉えた開発物件の供給を実現していきたいと考えております。
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③ J-REIT市場におけるプレゼンスの獲得

　当社グループの「国民の資金を預り、運用する会社となる」という経営理念を遂行していくためには、日本におけ

る資産運用市場として急拡大しているJ-REIT市場においてプレゼンスを獲得することが重要であります。

　当社グループにおきましては、平成16年３月に我が国初となる住宅総合型REITとしてJ-REIT市場に上場した「日本

レジデンシャル投資法人」に続き、平成18年９月にはオフィスビル及び商業施設を投資対象とした「日本コマーシャ

ル投資法人」が上場した結果、これら２つの投資法人の資産残高は合計で5,573億円(平成20年５月末時点)となりまし

た。

　今後は、これらの当社グループが運用する投資法人に対する外部成長及び内部成長のサポートに積極的に取り組み、

当社グループの運用する投資法人がJ-REIT市場における確固たるプレゼンスを獲得する様、No.１のJ-REIT運用体制の

構築を目指してまいります。

④ 預り資産残高の拡大

　当社グループは連結子会社２社を通じて、２つの投資法人(日本レジデンシャル投資法人及び日本コマーシャル投資

法人)を運用しております。これによりレジデンシャル、オフィスビルならびに商業施設の分野において大規模優良案

件への投資が可能となり、これらの投資法人の外部成長のサポートを目的とした積極的な開発案件への取り組みを行っ

てまいります。なお、これらの投資法人の投資基準に合致しない資産については、当社グループが運用するオポチュ

ニティファンドなどのプライベートファンドでの投資が可能であります。

　以上のような取り組みにより、当社グループとして、預り資産残高を拡大していく方針であります。

⑤ 安定的収益を維持できる大型プライベートファンドの新規組成／大型オポチュニティファンドの組成

　連結子会社であるパシフィックインベストメント株式会社において、新たなプライベートファンドとして「コアプ

ラスファンド」の組成を計画しています。この「コアプラスファンド」につきましては、国内投資家に加え、海外投

資家とのパイプを当社グループとして初めて構築していくものであります。また、「オポチュニティファンド」につ

きましては、「コアファンド」及び「コアプラスファンド」の投資基準に合致しない不動産に対し、投資を実行して

まいります。今後は、不動産及び金融マーケットの混乱による不動産の取得機会が増加するものと考えております。

⑥ 総合与信力の向上・資金調達力・多様化（グローバル化）　

　当社グループとしては、不動産マーケット及び金融マーケットの環境を鑑み、今後も総合与信力の向上・資金調達

力の向上を図ってまいります。また、「コアプラスファンド」におきましては、今までの国内投資家に加え、海外投

資家とのパイプを構築していく方針であり、プライベートファンドにおける投資家のグローバル化を図ってまいりま

す。

(4）会社の対処すべき課題

　サブプライムローン問題を発端とする世界的な金融市場の混乱により、不動産事業者に対する金融機関の融資姿勢

厳格化が顕著になるなど、国内不動産市場の先行きに対する不透明感が続いております。また、今後の不動産市場に

おいては、物件につきましては、立地や収益性により二極化が鮮明になるとともに、不動産投資ファンドの運用を営

む会社におきましては、資金調達力により、優勝劣敗の二極化が進んでくることが予想されます。

　このような事業環境の下、当社グループのコアビジネスである不動産投資ファンド事業におきましては、「コアプ

ラスファンド」「オポチュニティファンド」の組成に、既存ファンドにおきましては、内部成長に継続して注力して

まいります。

　一方、昨今のサブプライムローン問題に伴う信用収縮により、金融機関からの資金調達環境が厳しくなることに鑑

み、バランスシートの健全性を更に改善させる方針であります。そのためバランスシートにて保有している不動産に

関しては適切な条件の下、その売却等によりオフバランス化を推進してまいります。　

　今後の不動産市況及び金融環境も予断を許さない状況下にあり、今後の成長戦略を描くためには、当社財務体質の

健全化、資金調達のための信用力補完が最優先の経営課題であり、その課題を補完できるスポンサーが必要不可欠だ

と判断しております。当社は、今後、平成20年７月11日付で発表しております株式会社大和証券グループ本社による

資本参加に関する基本合意に基づき、同社による当社の事業の評価や査定等を経て、最終合意に向けて協議を進めて

まいります。

(5）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．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※２ 20,300 19,738 40,329

２　受取手形及び売掛
金

※10 1,971 2,231 3,047

３　有価証券  － 200 600

４　販売用不動産
※2,4,
6,8,9

100,693 242,949 145,425

５　仕掛不動産 ※2,9 44,072 25,725 46,228

６　繰延税金資産 1,552 6,268 1,419

７　未収消費税等 1,018 1,446 1,289

８　その他 ※2,9 16,896 9,727 15,900

９　貸倒引当金 △11 △7 △5

流動資産合計 186,494 69.0 308,280 83.3 254,234 78.3

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※1,6

(1）建物及び構築物 ※2,6,9 9,675  4,589  3,763  

(2) 土地 ※2,6,9 30,103  19,589  23,313  

(3）その他 ※2,6,9 392 40,171 14.8 673 24,851 6.7 620 27,697 8.5

２　無形固定資産       

 (1）のれん ※12 7,355   2,353   7,194   

 (2）その他 1,224 8,579 3.2 3,192 5,545 1.5 1,787 8,981 2.8

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 13,757  10,746  11,001  

(2) その他の関係会
社有価証券

 624  509  525  

(3) 長期事業目的有
価証券

※2,7 12,612  13,552  14,939  

(4）出資金 200  269  287  

(5）繰延税金資産 425  221  669  

(6）その他  7,615  6,302  6,288  

(7）貸倒引当金 △54 35,182 13.0 △14 31,588 8.5 △83 33,629 10.4

固定資産合計 83,934 31.0 61,985 16.7 70,308 21.7

Ⅲ　繰延資産 6 0.0 6 0.0 6 0.0

資産合計 270,435 100.0 370,271 100.0 324,549 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛
金

1,449 384 1,554

２　短期借入金
※2,9,
11

103,278 177,346 132,437

３　１年以内償還予定
社債

1,250 6,200 6,200

４　未払金 2,542 3,133 2,076

５　未払費用 1,128 2,257 1,214

６　未払法人税等 2,748 467 8,567

７　預り敷金 6,701 3,338 3,065

８　役員賞与引当金 89 － 210

９　その他 3,089 2,146 2,822

流動負債合計 122,277 45.2 195,273 52.7 158,149 48.7

Ⅱ　固定負債

１　社債 ※2,11 31,300 45,600 30,700

２　長期借入金
※2,8,
9,11

43,885 58,788 55,409

３　繰延税金負債 1,258 1,005 979

４　役員退職慰労引当
金

287 229 288

５　退職給付引当金 226 134 230

６  匿名組合出資預り
金

684 912 1,093

７　その他  8,376 10,331 8,392

固定負債合計 86,018 31.8 117,001 31.6 97,094 29.9

負債合計 208,296 77.0 312,275 84.3 255,244 78.6

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  19,277 7.1 19,312 5.2 19,285  

２　資本剰余金  19,132 7.1 19,166 5.2 19,140  

３　利益剰余金  20,981 7.8 19,789 5.3 29,278  

株主資本合計  59,391 22.0 58,268 15.7 67,703 20.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評
価差額金

 1,667  △528  269  

評価・換算差額等
合計

 1,667 0.6 △528 △0.1 269 0.1

Ⅲ　新株予約権  19 0.0 49 0.0 30 0.0

Ⅳ　少数株主持分  1,061 0.4 206 0.1 1,301 0.4

純資産合計  62,138 23.0 57,996 15.7 69,305 21.4

負債純資産合計  270,435 100.0 370,271 100.0 324,549 100.0

        

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱（8902）平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 12 －



(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１ 58,672 100.0 53,256 100.0 127,707 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 45,199 77.0 41,561 78.0 90,620 71.0

売上総利益 13,473 23.0 11,694 22.0 37,087 29.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 4,996 8.6 7,266 13.7 10,997 8.6

営業利益 8,477 14.4 4,428 8.3 26,090 20.4

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 21 56 66

２　受取配当金 217 195 421

３　デリバティブ評価益 － 170 －

４　匿名組合投資利益 173 68 178

５  消費税等差額収益 － 169 399

６　その他 173 586 1.0 323 985 1.9 439 1,505 1.2

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 1,618 3,178 4,187

２　社債発行費 49 99 －

３　借入事務手数料 946 1,351 1,432

４　持分法による投資損失 － 35 95

５　匿名組合投資損失 100 67 －

６　その他 185 2,900 4.9 438 5,172 9.7 770 6,485 5.1

経常利益 6,163 10.5 242 0.5 21,110 16.5

Ⅵ　特別利益

１  固定資産売却益 ※３ 2,241 1 2,246

２　投資有価証券売却益 ※５ 1,066 66 1,066

３　その他 7 3,315 5.6 － 67 0.1 22 3,335 2.6

Ⅶ　特別損失

１　固定資産売却損 ※４ 647 － 651

２　投資有価証券評価損 － 478 491

３　減損損失  ※６ － 10,236 －

４　その他 2 649 1.1 156 10,872 20.4 79 1,222 1.0

匿名組合損益分配前
税金等調整前中間
（当期）純利益
又は純損失（△）

8,828 15.0 △10,562 △19.8 23,223 18.2

匿名組合損益分配額 △25 △0.1 △24 △0.0 △82 △0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益
又は純損失（△）

8,854 15.1 △10,538 △19.8 23,306 18.3

法人税、住民税及び
事業税

2,776 1,554 9,289

法人税等調整額 1,519 4,296 7.3 △3,935 △2,381 △4.5 1,072 10,362 8.1

少数株主利益 444 0.8 130 0.3 866 0.7

中間（当期）純利益
又は純損失（△）

4,113 7.0 △8,287 △15.6 12,077 9.5
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５月31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） 10,042 9,897 17,928 37,868

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 9,234 9,234 － 18,469

剰余金の配当（注） － － △1,064 △1,064

中間純利益 － － 4,113 4,113

連結子会社の除外による増加 － － 4 4

連結子会社の除外による減少 － － △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
9,234 9,234 3,052 21,522

平成19年5月31日残高（百万円） 19,277 19,132 20,981 59,391

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分   純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

平成18年11月30日残高（百万円） 617 2 618 39,106

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 18,469

剰余金の配当（注） － － － △1,064

中間純利益 － － － 4,113

連結子会社の除外による増加 － － － 4

連結子会社の除外による減少 － － － △0

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
1,050 16 443 1,509

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
1,050 16 443 23,032

平成19年5月31日残高（百万円） 1,667 19 1,061 62,138

（注）平成19年２月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自平成19年12月１日　至平成20年５月31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19年11月30日残高（百万円） 19,285 19,140 29,278 67,703

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 26 26 － 53

剰余金の配当 － － △1,259 △1,259

中間純損失 － － △8,287 △8,287

連結子会社の除外による増加 － － 59 59

連結子会社の除外による減少 － － △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
26 26 △9,488 △9,435

平成20年5月31日残高（百万円） 19,312 19,166 19,789 58,268

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分   純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

平成19年11月30日残高（百万円） 269 30 1,301 69,305

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 53

剰余金の配当 － － － △1,259

中間純損失 － － － △8,287

連結子会社の除外による増加 － － － 59

連結子会社の除外による減少 － － － △0

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
△798 18 △1,094 △1,874

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△798 18 △1,094 △11,309

平成20年5月31日残高（百万円） △528 49 206 57,996
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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） 10,042 9,897 17,928 37,868

連結会計年度中の変動額

新株の発行 9,242 9,242 － 18,485

剰余金の配当 － － △1,064 △1,064

当期純利益 － － 12,077 12,077

連結子会社の除外による増加 － － 336 336

連結子会社の除外による減少 － － △0 △0

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）
9,242 9,242 11,349 29,835

平成19年11月30日残高（百万円） 19,285 19,140 29,278 67,703

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分   純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

平成18年11月30日残高（百万円） 617 2 618 39,106

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － 18,485

剰余金の配当 － － － △1,064

当期純利益 － － － 12,077

連結子会社の除外による増加 － － － 336

連結子会社の除外による減少 － － － △0

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△347 27 683 363

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△347 27 683 30,198

平成19年11月30日残高（百万円） 269 30 1,301 69,305
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

１　税金等調整前中間（当期）純
利益又は純損失（△）

8,854 △10,538 23,306

２　減価償却費 487 496 1,369

３　減損損失 － 10,236 －

４　のれん償却額 397 821 1,263

５　貸倒引当金の増減(△)額 △7 △4 15

６　役員賞与引当金の増減(△)額 △139 △210 △62

７　役員退職慰労引当金の増減
（△）額

26 △4 27

８　受取利息及び受取配当金 △239 △252 △488

９　支払利息 1,618 3,178 4,187

10　匿名組合投資損益(△) △73 △1 △69

11　持分法による投資損益(△) － 35 95

12　固定資産売却損益(△) △1,593 △1 △1,596

13　投資有価証券売却損益(△) △1,064 △66 △1,040

14　投資有価証券評価損益(△) － 478 －

15　匿名組合損益分配額 △25 △24 △82

16　売上債権の増(△)減額 △629 337 △1,805

17　販売用不動産の増(△)減額 △38,780 △57,830 △48,245

18　仕掛不動産の増(△)減額 △20,050 △10,468 △23,817

19　仕入債務の増減(△)少額 △139 △13 △38

20　未収消費税等の増減(△)額 △716 △139 △993

21　預り敷金の増減(△)額 5,888 1,883 2,111

22　その他 △7,753 10,981 △6,089

小計 △53,939 △51,105 △51,953

23　利息及び配当金の受取額 239 252 488

24　利息の支払額 △1,385 △3,166 △3,876

25　法人税等の支払額 △8,470 △10,208 △9,362

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
△63,555 △64,227 △64,704
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前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

△698 △726 △1,390

２　有形固定資産の売却による収
入

5,870 20 5,870

３　無形固定資産の取得による支
出

△444 △654 △966

４　貸付金の実行による支出 △4,046 △3 △4,071

５　貸付金の回収による収入 239 － 244

６　投資有価証券の取得による支
出

△1,281 △1,165 △2,033

７　投資有価証券の払戻による収
入

143 － 144

８　投資有価証券の売却による収
入

2,961 － 2,995

９　その他の関係会社有価証券の
取得による支出

△13,584 － △384

10　その他の関係会社有価証券の
払戻による収入

7,345 － 2,293

11　その他の関係会社有価証券の
売却による収入

4,560 － －

12　長期事業目的有価証券の取得
による支出

△1,717 △846 △9,467

13　長期事業目的有価証券の払戻
による収入

61 1,094 1,499

14　出資金の払込による支出 △8 － △133

15　連結範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出

 △16,094 － △16,726

16　連結範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による収入

 151 52 151

17　連結範囲の変更を伴うその他
の関係会社有価証券の取得に
よる支出

 － △908 △1,107

18　敷金・保証金の差入による支
出

△77 － △117

19　その他 △810 916 △1,504

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
△17,429 △2,219 △24,702
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前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ 　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

１　短期借入による収入 114,552 150,991 228,160

２　短期借入金の返済による支出 △84,581 △142,011 △198,698

３　長期借入による収入 22,870 47,886 58,777

４　長期借入金の返済による支出 △8,861 △18,657 △19,547

５　社債の発行による収入 9,950 15,400 14,925

６　社債の償還による支出 △650 △600 △1,300

７　株式の発行による収入 18,372 48 18,387

８　匿名組合出資者からの払込に
よる収入

460 750 460

９　匿名組合出資者への払戻によ
る支出

－ △752 －

10　配当金の支払額 △1,087 △1,232 △1,109

11　少数株主への配当金の支払額 － △480 －

12　少数株主からの株式取得によ
る支出

－ △209 －

13　その他 △998 △1,722 △1,748

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
70,025 49,410 98,308

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

0 △0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減(△)
額

△10,959 △17,036 8,900

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 31,324 40,029 31,324

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同
等物の減少額

△465 △3,253 △195

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 19,900 19,738 40,029
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（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　　　　39社 (1）連結子会社の数　　　　44社 (1）連結子会社の数　　　　42社

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称

パシフィック・インベストメント・

アドバイザーズ株式会社

有限会社パシフィック・プロパ

ティーズ・インベストメント

有限会社パシフィック・グロー

ス・リアルティ

パシフィックリテールマネジメン

ト株式会社

ビジネスアンドアセットソリュー

ション株式会社

パシフィック・コマーシャル・イ

ンベストメント株式会社

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル

有限会社サファイア・ライン

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・ツー

パシフィック・インベストメン

ト・パートナーズ株式会社

スマート・アセットマネジメン

ト・システムズ株式会社

株式会社中川工務店

有限会社下目黒興産

パシフィックスポーツアンドリ

ゾーツ株式会社

有限会社ファイン・ストリート・

ツー 

有限会社アクティブ・ピース・

コーポレーション 

ピーエスアール武蔵株式会社

合同会社神戸ＨＬホールディング

合同会社ヘムロック・デベロップ

メント

他20社

　

　

前連結会計年度末（平成18年11月30

日）と比較して９社増加し、６社減

少しております。

（設立による増加）　４社

 合同会社神戸ＨＬホールディング

 合同会社ヘムロック・デベロップ

メント

他２社

（取得による増加） ５社

ピーエスアール武蔵株式会社

ピーエスアール君津株式会社 

他３社 

パシフィック・インベストメン

ト・アドバイザーズ株式会社

パシフィック・コマーシャル・イ

ンベストメント株式会社

パシフィック・インベストメン

ト・パートナーズ株式会社

パシフィックリテールマネジメン

ト株式会社

ビジネスアンドアセットソリュー

ション株式会社　

スマート・アセットマネジメン

ト・システムズ株式会社　

パシフィックスポーツアンドリ

ゾーツ株式会社

株式会社ＳＭＧパートナーズ

有限会社パシフィック・プロパ

ティーズ・インベストメント

パシフィック・リアルティ株式会

社（旧有限会社パシフィック・グ

ロース・リアルティ）

有限会社スカイ・ライン

合同会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・スリー

有限会社ファイン・ストリート・

ツー　

有限会社エフ・ビー・イー

合同会社神戸ＨＬホールディング

ピーエスアール武蔵株式会社

アクティブ・インベストメント・

テン特定目的会社

合同会社ＲＲＢ２

合同会社ＣＲＢ１

合同会社サファイア・ライン・

ツー　

他24社

 

前連結会計年度末（平成19年11月30

日）と比較して７社増加し、５社減

少しました。

（設立による増加） ４社

アクティブ・インベストメント・

テン特定目的会社

合同会社ＲＲＢ２

合同会社ＣＲＢ１

合同会社サファイア・ライン・

ツー　　

（取得による増加）　３社

 有限会社アクティブ・ソニッ

 ク・ コーポレーション

他２社

パシフィック・インベストメン

ト・アドバイザーズ株式会社

パシフィック・コマーシャル・イ

ンベストメント株式会社

パシフィック・インベストメン

ト・パートナーズ株式会社

パシフィックリテールマネジメン

ト株式会社

ビジネスアンドアセットソリュー

ション株式会社　

スマート・アセットマネジメン

ト・システムズ株式会社　

パシフィックスポーツアンドリ

ゾーツ株式会社

株式会社ＳＭＧパートナーズ

株式会社中川工務店

有限会社パシフィック・プロパ

ティーズ・インベストメント

有限会社パシフィック・グロー

ス・リアルティ

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・ツー　

合同会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・スリー

有限会社下目黒興産

有限会社ファイン・ストリート・

ツー　

有限会社エフ・ビー・イー

合同会社神戸ＨＬホールディング

合同会社サリス・デベロップメン

ト

ピーエスアール武蔵株式会社

他22社

  

前連結会計年度末（平成18年11月30

日）と比較して12社増加し、６社減

少しました。

（設立による増加） ３社

合同会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・スリー　

株式会社ＳＭＧパートナーズ　

 合同会社神戸ＨＬホールディング

（取得による増加）　９社

 ピーエスアール武蔵株式会社

他８社
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

（清算による減少）　１社

 有限会社ラピスラズリ・リアル・

エステート

（匿名組合契約終了による減少）

 ４社

 有限会社ファイン・ビルディング・

コーポレーション

 有限会社ゼルコバ・デベロップメ

ント

 有限会社ウィロー・デベロップメ

ント

 有限会社モーニング・グローリー・

インベストメント

（匿名組合出資持分減少による減

少）　１社

 コマーシャル・デベロップメント

有限会社

（清算による減少）　３社

 有限会社パシフィック・コマーシャ

ル・リアルティ

 株式会社橘

他１社 

（関連会社への変更による減少）

 ２社

 株式会社中川工務店

 中がわ商事株式会社

（清算による減少）　２社

 有限会社ラピスラズリ・リアル・

エステート

 有限会社ソラリス・エンティティ

（匿名組合契約終了による減少）

 ４社

 有限会社ファイン・ビルディング・

コーポレーション

 有限会社ゼルコバ・デベロップメ

ント

 有限会社ウィロー・デベロップメ

ント

 有限会社モーニング・グローリー・

インベストメント

(2）非連結子会社の数　　　 １社 (2）非連結子会社の数　　　 １社 (2）非連結子会社の数　　　 １社

非連結子会社の名称

 有限会社ファイン・インベスト

メント・コーポレーション

非連結子会社の名称

パシフィックホテル・マネジメ

ント株式会社

非連結子会社の名称

パシフィックホテル・マネジメ

ント株式会社

（連結の範囲から除いた理由）

　有限会社ファイン・インベス

トメント・コーポレーションは、

小規模であり、総資産、売上高、

中間純利益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除いて

おります。

（連結の範囲から除いた理由）

　パシフィックホテル・マネジ

メント株式会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純利

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いております。

（連結の範囲から除いた理由）

　パシフィックホテル・マネジ

メント株式会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純利

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、連

結の範囲から除いております。

２　持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社の数

　２社

(1）持分法適用の関連会社の数

　３社

(1）持分法適用の関連会社の数

　２社

持分法適用の関連会社の名称 持分法適用の関連会社の名称 持分法適用の関連会社の名称

株式会社生活科学運営

特定目的会社ＰＤみなとみらい

　タッチストーン・レジデンシャ

ル・マネージメント株式会社は、

株式売却により、当中間連結会

計期間より持分法の適用範囲か

ら除外しております。

株式会社生活科学運営

特定目的会社ＰＤみなとみらい

株式会社中川工務店（連結子会

社からの変更）　

株式会社生活科学運営

特定目的会社ＰＤみなとみらい

　タッチストーン・レジデンシャ

ル・マネージメント株式会社は、

株式売却により、当連結会計年

度より持分法の適用範囲から除

外しております。

(2）持分法を適用しない非連結子会

社の名称

  有限会社ファイン・インベストメ

ント・コーポレーション

 （持分法を適用しない理由）

  　有限会社ファイン・インベスト

メント・コーポレーションは、小

規模であり、中間純利益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、持分法を適用して

おりません。　　　　

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称

パシフィックホテル・マネジメ

ント株式会社

　　中がわ商事株式会社

 （持分法を適用しない理由）

  　パシフィックホテル・マネジメ

ント株式会社及び中がわ商事株式

会社は、小規模であり、総資産、

売上高、当期純利益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、持分法を適用してお

りません。　

(2）持分法を適用しない非連結子会

社のうち主要な会社等の名称

パシフィックホテル・マネジメ

ント株式会社

  （持分法を適用しない理由）

  　パシフィックホテル・マネジメ

ント株式会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純利益（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、持分法を適用

しておりません。　
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　中間決算日が中間連結決算日と

異なる連結子会社の数は12社であ

ります。パシフィック・インベス

トメント・アドバイザーズ株式会

社他９社は、中間連結決算日現在

で中間決算に準じた仮決算を行っ

た中間財務諸表を使用しておりま

す。仮決算を行わない２社の中間

決算日は３月31日であり、各社の

中間決算日現在の中間財務諸表を

使用しております。なお、中間連

結決算日までの期間に発生した重

要な取引については連結上必要な

調整を行っております。

　中間決算日が中間連結決算日と

異なる連結子会社の数は12社であ

ります。パシフィック・インベス

トメント・アドバイザーズ株式会

社他11社は、中間連結決算日現在

で中間決算に準じた仮決算を行っ

た中間財務諸表を使用しておりま

す。なお、中間連結決算日までの

期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ってお

ります。

　決算日が連結決算日と異なる連

結子会社の数は13社であります。

パシフィック・インベストメン

ト・アドバイザーズ株式会社他10

社は、連結決算日現在で決算に準

じた仮決算を行った財務諸表を使

用しております。仮決算を行わな

い２社の決算日は９月30日であり、

各社の決算日現在の財務諸表を使

用しております。なお、連結決算

日までの期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

イ　有価証券

その他有価証券

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）によっております。

時価のあるもの

同左

 時価のあるもの

　連結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）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産 ロ　たな卸資産 ロ　たな卸資産

　販売用不動産

　個別法による原価法によって

おります。

　販売用不動産

同左

　販売用不動産

同左

　仕掛不動産

　個別法による原価法によって

おります。

　仕掛不動産

同左

　仕掛不動産

同左

ハ　デリバティブ取引

　時価法によっております。

ハ　デリバティブ取引

同左

ハ　デリバティブ取引

同左

(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）

につきましては、定額法によって

おります。

イ　有形固定資産

　　　　　　同左

イ　有形固定資産

　　　　　　同左

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

 建物及び構築物：８～50年

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

 建物　　　　：８～50年

車両運搬具　：６年

工具器具備品：５～20年

（会計処理の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ４百万円減少しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

ロ　無形固定資産

　自社利用によるソフトウェアに

ついては、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理方

法

イ　株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

　なお、平成19年２月１日に一般

募集による新株式発行（72,000

株）を、１株当たりの発行価額

255,750円、募集価格266,750円と

して行っております。本発行に係

る引受契約においては、発行価額

の総額をもって引受価額の総額と

し、引受手数料は支払わないこと

とされており、従って株式交付費

には本発行に係る引受手数料は含

まれておりません。

　また、発行価額のうち127,875

円を資本金に、127,875円を資本

準備金に組み入れております。

イ　株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

イ　株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

  なお、平成19年２月１日に一般

募集による新株式発行（72,000

株）を、１株当たりの発行価額

255,750円、募集価格266,750円と

して行っております。本発行に係

る引受契約においては、発行価額

の総額をもって引受価額の総額と

し、引受手数料は支払わないこと

とされており、従って株式交付費

には本発行に係る引受手数料は含

まれておりません。

  また、発行価額のうち127,875

円を資本金に、127,875円を資本

準備金に組み入れております。

ロ　社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

ロ　社債発行費

同左

ロ　社債発行費

同左

ハ　その他

　創立費及び開業費については、

５年間で均等償却しております。

ハ　その他

同左

ハ　その他

同左

(4）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒に備えるため、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考慮の上、

回収不能見積額を計上しておりま

す。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

ロ　役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、

役員に対する賞与の支給見込額の

うち、当中間連結会計期間に帰属

する額を計上しております。

ロ　役員賞与引当金

同左 

ロ　役員賞与引当金

 役員の賞与の支給に備えるため、

役員に対する賞与の支給見込額の

うち、当連結会計年度に帰属する

額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金　

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金支給基準

に基づき中間期末要支給額を計上

しております。

ハ　役員退職慰労引当金　 

同左

ハ　役員退職慰労引当金　 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金支給基

準に基づき期末要支給額を計上

しております。

ニ　退職給付引当金

　一部の連結子会社は、従業員の

退職金の支出に備えるため、「退

職給付会計に関する実務指針（中

間報告）」（公認会計士協会会計

制度委員会報告13号平成11年9月

14日）に定める簡便法により、自

己都合退職による中間期末要支給

額の100％相当額を計上しており

ます。

ニ　退職給付引当金

同左

ニ　退職給付引当金

　一部の連結子会社は、従業員の

退職金の支出に備えるため、「退

職給付会計に関する実務指針（中

間報告）」（公認会計士協会会計

制度委員会報告13号平成11年9月

14日）に定める簡便法により、自

己都合退職による期末要支給額の

100％相当額を計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（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 同左

(6）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。また、金利スワップについ

ては特例処理の要件を満たしてい

る場合には特例処理を採用してお

ります。

イ　ヘッジ会計の方法

　同左

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…金利スワップ取引等

ヘッジ対象…借入金利

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針

　借入金の支払金利に係る金利変

動リスクをヘッジしております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法 

　主としてヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間における、

ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計とを比較し、両

者の変動額等を基礎として有効性

を判定しております。ただし、特

例処理の要件を満たしている金利

スワップ等については、ヘッジ有

効性判定を省略しております。 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法 

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表

（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処理

を採用しており、控除対象外の消

費税等については、中間連結会計

期間を一事業年度とみなして算定

した税額を発生事業年度の期間費

用として処理しております。ただ

し、固定資産に係る控除対象外の

消費税等は、投資その他の資産の

「その他」に計上し、５年間で均

等償却しております。

イ　消費税等の会計処理

同左

イ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜処理

を採用しており、控除対象外の消

費税等については、算定した税額

を発生事業年度の期間費用として

処理しております。ただし、固定

資産に係る控除対象外の消費税等

は、投資その他の資産の「その

他」に計上し、５年間で均等償却

しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

ロ　匿名組合出資のうち投資事業有

限責任組合に類する出資金の会

計処理

　匿名組合出資のうち投資事業有

限責任組合に類する出資金の会計

処理は、匿名組合の純資産及び純

損益のうち当社及び当社の連結子

会社の持分相当額をそれぞれ有価

証券及び収益・費用として計上し

ております。

　なお、匿名組合の純損益の持分

相当額の計上については、「投資

有価証券」に計上する事業目的以

外の匿名組合出資に係る損益は営

業外損益に計上し、「その他の関

係会社有価証券」及び「長期事業

目的有価証券」に計上する事業目

的の匿名組合出資に係る損益は売

上高に計上しております。

ロ　匿名組合出資のうち投資事業有

限責任組合に類する出資金の会

計処理

　匿名組合出資のうち投資事業有

限責任組合に類する出資金の会計

処理は、匿名組合の純資産及び純

損益のうち当社及び当社の連結子

会社の持分相当額をそれぞれ有価

証券及び収益・費用として計上し

ております。

　なお、匿名組合の純損益の持分

相当額の計上については、「投資

有価証券」に計上する事業目的以

外の匿名組合出資に係る損益は営

業外損益に計上し、「その他の関

係会社有価証券」及び「長期事業

目的有価証券」に計上する事業目

的の匿名組合出資に係る損益は売

上高または売上原価に計上してお

ります。

ロ　匿名組合出資のうち投資事業有

限責任組合に類する出資金の会

計処理

 同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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。

同左 同左
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度
（平成19年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,090百万円 2,544百万円 2,319百万円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

販売用不動産 82,715百万円

仕掛不動産 33,070百万円

その他流動資産（信託留

保金等）

9,481百万円

建物及び構築物 6,147百万円

土地 27,727百万円 

その他有形固定資産 221百万円

長期事業目的有価証券 2,500百万円 

合計 161,865百万円

預金　 2,524百万円

販売用不動産 230,021百万円

仕掛不動産 20,994百万円

その他流動資産（信託留

保金等）
5,331百万円

建物及び構築物 3,849百万円

土地 18,156百万円 

その他有形固定資産 353百万円 

投資有価証券 5,910百万円

合計 287,141百万円

預金 16百万円

販売用不動産 123,202百万円

仕掛不動産 35,775百万円

その他流動資産（信託留

保金等）
8,275百万円

建物及び構築物 2,836百万円

土地 19,218百万円 

その他有形固定資産 361百万円

合計 189,685百万円

上記の他、連結上消去した連結子会社の

株式17,591百万円及びその他の関係会社有

価証券5,390百万円を担保に供しておりま

す。

上記の他、連結上消去した連結子会社の

株式0百万円及びその他の関係会社有価証

券21,410百万円を担保に供しております。

上記の他、連結上消去した連結子会社の

株式3,494百万円及びその他の関係会社有

価証券9,615百万円を担保に供しておりま

す。

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務

短期借入金 83,712百万円

長期借入金 39,932百万円

合計 123,644百万円

　なお、上記短期借入金及び長期借入金に

含まれるノンリコースローン（責任財産限

定型債務）は、それぞれ9,388百万円及び

30,397百万円であり、その対応する資産の

金額は※9のとおりであります。

短期借入金 166,172百万円

長期借入金 55,381百万円

社債 8,500百万円

合計 230,053百万円

　なお、上記短期借入金及び長期借入金に

含まれるノンリコースローン（責任財産限

定型債務）は、それぞれ55,415百万円及び

32,981百万円であり、その対応する資産の

金額は※９のとおりであります。

短期借入金 111,645百万円

長期借入金 51,841百万円

合計 163,486百万円

　なお、上記短期借入金及び長期借入金に含

まれるノンリコースローン（責任財産限定型

債務）は、それぞれ19,649百万円及び42,612

百万円であり、その対応する資産の金額は※

9のとおりであります。

　３　          ───── 　３　偶発債務 

　株式会社中川工務店の金融機関からの借

入金650百万円に対して、債務保証を行って

おります。

　３　          ─────

 ※４　販売用不動産の取得日から当中間連結

会計期間末までの保有期間別残高内訳は、

以下のとおりであります。

１年以内 74,720百万円

１年超３年以内 23,607百万円

３年超５年以内 2,308百万円

５年超 56百万円

　合計 100,693百万円

 ※４　販売用不動産の取得日から当中間連結

会計期間末までの保有期間別残高内訳は、

以下のとおりであります。

１年以内 176,507百万円

１年超３年以内 61,165百万円

３年超５年以内 5,117百万円

５年超 157百万円

　合計 242,949百万円

 ※４　販売用不動産の取得日から当連結会計年

度末までの保有期間別残高内訳は、以下の

とおりであります。

１年以内 97,823百万円

１年超３年以内 37,312百万円

３年超５年以内 10,232百万円

５年超 56百万円

　合計 145,425百万円
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前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度
（平成19年11月30日）

 ５　　当社及び連結子会社は効率的な資金調

達を行うため貸出コミットメント契約及

び当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

 ５　　当社及び連結子会社は効率的な資金調

達を行うため貸出コミットメント契約及

び当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は、次のとおりであ

ります。

 ５　  当社及び連結子会社は効率的な資金調

達を行うため貸出コミットメント契約及

び当座貸越契約を締結しております。こ

れらの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。

 　(1)　貸出コミットメント契約

貸出コミットメン

トの総額

101,400百万円

借入実行残高 49,120百万円

　　差引額 52,280百万円

 　(2)　当座貸越契約

当座貸越契約の総

額

5,800百万円

借入実行残高 5,400百万円

　　差引額 400百万円

  なお、これらの契約の一部につきまし

ては、金融機関ごとに財務制限条項が付

されております。（※11）

 　(1)　貸出コミットメント契約

貸出コミットメン

トの総額

101,800百万円

借入実行残高 79,346百万円

　　差引額 22,454百万円

 　(2)　当座貸越契約

当座貸越契約の総

額

1,500百万円

借入実行残高 1,500百万円

　　差引額 －百万円

  なお、これらの契約の一部につきまし

ては、金融機関ごとに財務制限条項が付

されております。（※11）

 　(1)　貸出コミットメント契約

貸出コミットメン

トの総額

105,100百万円

借入実行残高 52,640百万円

　　差引額 52,460百万円

 　(2)　当座貸越契約

当座貸越契約の総

額

6,300百万円

借入実行残高 6,100百万円

　　差引額 200百万円

  なお、これらの契約の一部につきまし

ては、金融機関ごとに財務制限条項が付

されております。（※11）

※６　　　　　　───── ※６　　　　　　───── ※６　有形固定資産の保有目的の変更

  　連結子会社である有限会社パシフィック・

クリエイツ・キャピタル及び有限会社パシ

フィック・クリエイツ・キャピタル・ツーが

保有している賃貸目的不動産を全て転売方針

に変更したことに伴い、当連結会計年度にお

いて「有形固定資産」から「販売用不動産」

に振替えた金額は、次のとおりであります。

建物及び構築物 5,872百万円

機械装置及び運搬具 19百万円 

工具器具備品 13百万円 

土地 8,863百万円 

合計 14,767百万円

※７　長期事業目的有価証券

　子会社及び関連会社の範囲に含まれる

組合その他これらに準ずる事業体を除く

当社及び当社の関係会社が主体的に組成

を行った投資事業組合等への出資（「そ

の他の関係会社有価証券」を除く）のう

ち、転売による売却益の収受及び保有期

間の配当収入の収受を目的とする出資を

事業性の出資金とし、投資対象となった

不動産又は当該出資金の長期保有を目的

とした事業性の出資金を投資その他の資

産の「長期事業目的有価証券」に計上し

ております。

 なお、当該出資金に関わる損益は売上高

として計上しております。

※７　長期事業目的有価証券

　子会社及び関連会社の範囲に含まれる

組合その他これらに準ずる事業体を除く

当社及び当社の関係会社が主体的に組成

を行った投資事業組合等への出資（「そ

の他の関係会社有価証券」を除く）のう

ち、転売による売却益の収受及び保有期

間の配当収入の収受を目的とする出資を

事業性の出資金とし、投資対象となった

不動産又は当該出資金の長期保有を目的

とした事業性の出資金を投資その他の資

産の「長期事業目的有価証券」に計上し

ております。

 なお、当該出資金に関わる損益は売上高

又は売上原価として計上しております。

 ※７　長期事業目的有価証券

 同左
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前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度
（平成19年11月30日）

※８　「特別目的会社を活用した不動産の流動

化に係る譲渡人の会計処理に関する実務

指針」（日本公認会計士協会 会計制度委

員会第15号）に準じて、金融取引として

会計処理いたしました当中間連結会計期

間末の資産及び負債は下記のとおりであ

ります。

※８　「特別目的会社を活用した不動産の流動

化に係る譲渡人の会計処理に関する実務

指針」（日本公認会計士協会 会計制度委

員会第15号）に準じて、金融取引として

会計処理した当中間連結会計期間末の資

産及び負債は、次のとおりであります。

※８　「特別目的会社を活用した不動産の流動

化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指

針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会

第15号）に準じて、金融取引として会計処

理した当連結会計年度末の資産及び負債は、

次のとおりであります。　　　

販売用不動産 3,432百万円

長期借入金 3,480百万円

販売用不動産 944百万円

長期借入金 987百万円

販売用不動産 1,690百万円

長期借入金 1,755百万円

※９ ノンリコースローン

　「短期借入金」及び「長期借入金」に含

まれるノンリコースローン（責任財産限定

型債務）は、それぞれ9,388百万円及び

30,397百万円であります。

　当該ノンリコースローンは、連結子会社

である有限会社サファイア・ライン他７社

がそれぞれ保有する不動産を担保として金

融機関から調達した借入金であり、当該不

動産及び当該不動産の収益のみを返済原資

とするものです。

　上記ノンリコースローンに対応する連結

子会社の資産の金額は、次のとおりであり

ます。

※９ ノンリコースローン

　「短期借入金」及び「長期借入金」に含

まれるノンリコースローン（責任財産限定

型債務）は、それぞれ55,415百万円及び

32,981百万円であります。

　当該ノンリコースローンは、連結子会社

である有限会社スカイ・ライン他12社がそ

れぞれ保有する不動産を担保として金融機

関から調達した借入金であり、当該不動産

及び当該不動産の収益のみを返済原資とす

るものです。

　上記ノンリコースローンに対応する連結

子会社の資産の金額は、次のとおりであり

ます。

※９　ノンリコースローン　

　「短期借入金」及び「長期借入金」に含

まれるノンリコースローン（責任財産限定

型債務）は、それぞれ19,649百万円及び

42,612百万円であります。

　当該ノンリコースローンは連結子会社で

ある有限会社パシフィック・クリエイツ・

キャピタル他８社がそれぞれ保有する不動

産を担保として金融機関から調達した借入

金であり、当該不動産及び当該不動産の収

益のみを返済原資とするものです。

　上記ノンリコースローンに対応する連結

子会社の資産の金額は、次のとおりであり

ます。

販売用不動産 25,528百万円

仕掛不動産 10,149百万円

その他流動資産（信託

留保金）

7,902百万円 

建物及び構築物 3,173百万円

土地 8,863百万円 

その他有形固定資産 31百万円 

　合計 55,648百万円

販売用不動産 104,686百万円

仕掛不動産 7,518百万円

その他流動資産（信託

留保金）

5,030百万円 

　合計 117,235百万円

販売用不動産 51,402百万円

仕掛不動産 21,312百万円

その他流動資産（信託

留保金）

6,809百万円 

　合計 79,524百万円

 ※10　受取手形及び売掛金には、完成工事未

収入金93百万円を含めております。

 ※10　　　　　　─────  ※10　受取手形及び売掛金には、完成工事未

収入金を含めております。
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前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度
（平成19年11月30日）

※11　財務制限条項

 　 　短期借入金のうち67,587百万円には、

以下の財務制限条項が付されており、各

条項のいずれかに抵触した場合には、当

該借入金の借入先に対し該当する借入金

額を一括返済することがあります（カッ

コ内は財務制限条項の対象となる借入金

額。）。

  なお、複数の財務制限条項が付されてい

る借入金があるため、下記(1)から(4)まで

の合計は67,587百万円を超えております。

※11　財務制限条項

 　 「短期借入金」及び「長期借入金」の合

計額のうち97,546百万円には、以下の財

務制限条項が付されており、各条項のい

ずれかに抵触した場合には、当該借入金

の借入先に対し該当する借入金額を一括

返済することがあります（カッコ内は財

務制限条項の対象となる借入金額。）。

  なお、複数の財務制限条項が付されてい

る借入金があるため、下記(1)から(5)まで

の合計は97,546百万円を超えております。

 　　「社債」のうち8,500百万円には、以下

の財務制限条項が付されており、条項に

抵触した場合には、一括償還することが

あります（カッコ内は財務制限条項の対

象となる社債。）。

 ※11　財務制限条項　　　　

  「短期借入金」及び「長期借入金」の合計

額のうち74,060百万円には、以下の財務制限

条項が付されており、各条項のいずれかに抵

触した場合には、当該借入金の借入先に対し

該当する借入金額を一括返済することがあり

ます（カッコ内は財務制限条項の対象となる

借入金額。）。

  なお、複数の財務制限条項が付されて

いる借入金があるため、下記(1)から(4)

までの合計は、74,060百万円を超えてお

ります。

 (1)  純資産維持条項

 ①　各決算期末、各中間決算期末及び各

四半期決算期末において、連結貸借対

照表における従来の資本の部の合計に

相当する金額を、それぞれ直前決算期

末の金額の75％以上に維持すること。

各決算期末及び各中間決算期末におい

て、単体貸借対照表における従来の資

本の部の合計に相当する金額を、それ

ぞれ直前決算期末の金額の75％以上に

維持すること（3,400百万円）。

 (1)  純資産維持条項

 ①　各決算期末、各中間決算期末及び各

四半期決算期末において、連結貸借対

照表における純資産の部の合計額を、

それぞれ直前決算期末の金額の75％以

上に維持すること。各決算期末及び各

中間決算期末において、単体貸借対照

表における純資産の部の合計額を、そ

れぞれ直前決算期末の金額の75％以上

に維持すること（「短期借入金」のう

ち3,500百万円）。

(1)　純資産維持条項

①　各決算期末、各中間決算期末及び各四半

期決算期末において、連結貸借対照表に

おける純資産の部の合計額を、それぞれ

直前決算期末の金額の75％以上に維持す

ること。各決算期末及び各中間決算期末

において、単体貸借対照表における純資

産の部の合計額を、それぞれ直前決算期

末の金額の75％以上に維持すること。

（「短期借入金」のうち3,500百万円）

 

 ②　各決算期末及び各中間決算期末にお

いて、単体及び連結貸借対照表におけ

る純資産の部の金額から新株予約権、

繰延ヘッジ損益及び連結貸借対照表の

場合には少数株主持分の金額を控除し

た金額を、平成17年11月末日の資本の

部の金額もしくは直前各決算期末の純

資産の部から新株予約権、繰延ヘッジ

損益及び連結貸借対照表の場合には少

数株主持分の金額を控除した金額のい

ずれかの金額の高い方の75％相当額以

上に維持すること（7,160百万円）。

 ②　各決算期末及び各中間決算期末にお

いて、単体及び連結貸借対照表におけ

る純資産の部の金額から新株予約権、

繰延ヘッジ損益及び連結貸借対照表の

場合には少数株主持分の金額を控除し

た金額を、平成18年11月末日の純資産

の部の金額もしくは直前各決算期末の

純資産の部から新株予約権、繰延ヘッ

ジ損益及び連結貸借対照表の場合には

少数株主持分の金額を控除した金額の

いずれかの金額の高い方の75％相当額

以上に維持すること（「短期借入金」

のうち13,300百万円）。 

②　各決算期末及び各中間決算期末において、

単体及び連結貸借対照表における純資産

の部の金額から新株予約権、繰延ヘッジ

損益及び連結貸借対照表の場合には少数

株主持分の金額を控除した金額を、平成

18年11月末日の純資産の部の金額もしく

は直前各決算期末の純資産の部から新株

予約権、繰延ヘッジ損益及び連結貸借対

照表の場合には少数株主持分の金額を控

除した金額のいずれかの金額の高い方の

75％相当額以上に維持すること。（「短

期借入金」のうち12,650百万円） 

 ③　各決算期末及び各中間決算期末にお

いて、連結及び単体貸借対照表におけ

る従来の資本の部の合計に相当する金

額を、平成18年11月末日における連結

及び単体貸借対照表における資本の部

のいずれか大きい方の75％の金額以上

にそれぞれ維持すること（1,600百万

円）。

③           ───── ③　各決算期末及び各中間決算期末において、

連結及び単体貸借対照表における純資産

の部の金額を、平成18年11月末日におけ

る連結及び単体貸借対照表における純資

産の部のいずれか大きい方の75％の金額

以上にそれぞれ維持すること。（「短期

借入金」のうち1,600百万円） 

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱（8902）平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 29 －



前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度
（平成19年11月30日）

  ④　 各決算期末及び各中間決算期末に

おいて連結及び単体貸借対照表にお

ける純資産の部の金額を、直前の中

間期末、決算期末における連結及び

単体貸借対照表における純資産の部

の金額のいずれか高い方の75％以上

に維持すること（34,210百万円）。

④　各決算期末及び各中間決算期末におい

て、連結及び単体貸借対照表における純

資産の部の金額を、それぞれ直前の中間

期末、決算期末における連結及び単体貸

借対照表の純資産の部のいずれか高い方

の金額の75％以上に維持すること（「短

期借入金」のうち36,130百万円）。

④　各決算期末及び各中間決算期末において、

連結及び単体貸借対照表における純資産

の部の金額を、それぞれ直前の中間期末、

決算期末における連結及び単体貸借対照

表の純資産の部のいずれか高い方の金額

の75％以上に維持すること。（「短期借

入金」のうち36,490百万円） 

　 ⑤　各決算期末及び各中間決算期末に

おいて、連結及び単体貸借対照表に

おける従来の資本の部の合計に相当

する金額を、それぞれ直前各決算期

末の金額の60％以上に維持すること

（1,367百万円）。

　⑤　　　　───── ⑤　　　　　　　─────

  ⑥　各決算期末及び各中間決算期末に

おいて、連結及び単体貸借対照表に

おける従来の資本の部の合計に相当

する金額を、平成17年11月末日にお

ける連結及び単体貸借対照表におけ

る資本の部の金額の70％以上に維持

すること（1,251百万円。なお、当該

借入金額は貸出コミットメント契約

に基づき、連結子会社によってなさ

れたものであります。）。

  ⑥　　　　─────  ⑥　　　　　　─────　

  ⑦　各決算期末及び各中間決算期末に

おいて、連結及び単体貸借対照表に

おける従来の資本の部の合計に相当

する金額を、平成16年11月末日にお

ける連結及び単体貸借対照表におけ

る資本の部の金額の70％以上に維持

すること（3,099百万円。なお、当該

借入金額は貸出コミットメント契約

に基づき、連結子会社によってなさ

れたものであります。）。

  ⑦　　　　─────  ⑦　　　　　　─────　

  ⑧　　　　───── ⑧　各決算期末及び各中間決算期末におい

て、連結及び単体貸借対照表における純

資産の部の金額を、それぞれ直前の中間

期末、決算期末における連結及び単体貸

借対照表の純資産の部の金額又は平成19

年11月期における当該金額のいずれか高

い方の金額の75％以上に維持すること

（「短期借入金」のうち9,100百万円及

び「長期借入金」のうち9,100百万

円）。 　 

 ⑧　　　　　　─────　

 ⑨　　　　─────　 　⑨　　　　　─────　 ⑨　各決算期末において、単体貸借対照表の

純資産の部の金額がマイナスにならない

こと。（「短期借入金」のうち1,120百万

円及び「長期借入金」のうち500百万

円）  　　　　
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前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度
（平成19年11月30日）

  (2)  利益維持条項　

 ①　各決算期末、各中間決算期末及び各

四半期決算期末における連結損益計

算書の経常損益がマイナスにならな

いこと。各決算期末及び各中間決算

期末における単体損益計算書の経常

損益がマイナスにならないこと

（3,400百万円）。

 (2)  利益維持条項　

　①  各決算期末、各中間決算期末及び

各四半期決算期末における連結損益

計算書の経常損益がマイナスになら

ないこと。各決算期末及び各中間決

算期末における単体損益計算書の経

常損益がマイナスにならないこと。

（「短期借入金」のうち3,500百万

円） 

 (2)  利益維持条項　

①  各決算期末、各中間決算期末及び各

四半期決算期末における連結損益計算

書の経常損益がマイナスにならないこ

と。各決算期末及び各中間決算期末に

おける単体損益計算書の経常損益がマ

イナスにならないこと。（「短期借入

金」のうち3,500百万円） 

 ②　各決算期末において連結及び単体損

益計算書の経常損益がマイナスにな

らないこと（1,367百万円）。

 ②          ───── ②          ─────

 ③　各決算期末及び中間決算期末におい

て連結及び単体損益計算書の経常損

益がマイナスにならないこと（47,320

百万円。なお、当該借入には貸出コ

ミットメント契約に基づき、連結子

会社によってなされたものが含まれ

ております。）。

　③  各決算期末及び中間決算期末にお

いて、連結及び単体損益計算書の経

常損益がマイナスにならないこと。

（「短期借入金」のうち58,530百万

円及び「長期借入金」のうち9,100百

万円）

③  各決算期末及び中間決算期末におい

て、連結及び単体損益計算書の経常損

益がマイナスにならないこと。（「短

期借入金」のうち50,740百万円） 

   ④          ─────    ④          ───── ④  各決算期末において、単体損益計算

書の営業損益又は経常損益のいずれか

がマイナスにならないこと。（「短期

借入金」のうち1,120百万円及び「長期

借入金」のうち500百万円） 

 (3)  連結子会社が有する信託不動産の評

価価額の合計額から、財務制限条項の

対象となる借入金の合計額を0.85で除

した金額を控除した金額がマイナスに

ならないこと（1,251百万円。なお、

当該借入金額は貸出コミットメント契

約に基づき、連結子会社によってなさ

れたものの一部であります。）。

（3)  連結子会社が有する信託不動産の評

価価額の合計額から、財務制限条項の

対象となる借入金の合計額を0.85で除

した金額を控除した金額がマイナスに

ならないこと（「短期借入金」のうち

16,779百万円。なお、当該借入金額は

貸出コミットメント契約に基づき、連

結子会社によってなされたものの一部

であります。）。　

 (3)           ─────

 (4)　ゴルフ場を保有する一部の連結子会

社を対象として各四半期末において実

施される償却前営業利益テストに合格

すること。

平成19年４月１日から平成19年６月30

日、平成19年７月１日から平成19年９

月30日及び平成19年10月１日から平成

19年12月31日までのその保有するゴル

フ場の実際の償却前営業利益の合計額

がそれぞれ予定収支表に当該期間の予

想として記載された償却前営業利益の

85％に達している場合は合格とし、達

していない場合は不合格となる

（15,500百万円。なお、当該借入金額

は連結子会社によってなされたもので

あります。）。

（4）        ─────  （4）ゴルフ場を保有する連結子会社のうち

６社を対象として各四半期末において実

施される償却前営業利益テストに合格す

ること。

平成19年10月１日から平成19年12月31日

までのその保有するゴルフ場の実際の償

却前営業利益の合計額がそれぞれ予定収

支表に当該期間の予想として記載された

償却前営業利益の85％に達している場合

は合格とし、達していない場合は不合格

となる（「短期借入金」のうち18,200百

万円。なお、当該借入金額は連結子会社

によってなされたものであります。）。
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前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度
（平成19年11月30日）

 (5)　        ─────  (5)　連結子会社が有する信託不動産の評

価価額の合計額から、財務制限条項の

対象となる借入金の合計額を0.5で除

した金額を控除した金額がマイナスに

ならないこと（「短期借入金」のうち

9,637百万円。なお、当該借入金額は

貸出コミットメント契約に基づき、連

結子会社によってなされたものの一部

であります。）。

 (5)　        ─────

 (6)　        ─────  (6)　連結子会社が有する不動産の評価価

額の合計額に対する財務制限条項の対

象となる特定社債の未償還元金残高の

比率を70％以下に維持すること。平成

20年７月31日を第１回とし、以後の貸

付人の定める計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・レシオ

(DSCR)を1.8倍以上に維持すること

（「社債」のうち8,500百万円。なお、

当該社債は資産流動化計画に基づき、

連結子会社によって発行されたもので

あります。）。

 (6)　        ─────

 ※12　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺して無

形固定資産の「のれん」と表示しており

ます。相殺前の金額は、以下のとおりで

あります。

のれん 7,474百万円

負ののれん 118百万円

差引額 7,355百万円

 ※12　　　　　　─────  ※12　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺して無形

固定資産の「のれん」と表示しておりま

す。相殺前の金額は、以下のとおりであ

ります。

のれん 7,303百万円

負ののれん 108百万円

差引額 7,194百万円

 13　契約残高

　当社及び連結子会社は、現在開発中又

は開発及び購入予定の不動産について当

中間連結会計期間末以降に取得・引取す

る契約を締結しております。当中間連結

会計期間末の当該契約残高は、112,657

百万円（うち１年超28,831百万円）であ

ります。　

 13　契約残高

　当社及び連結子会社は、現在開発中又

は開発及び購入予定の不動産について当

中間連結会計期間末以降に取得・引取す

る契約を締結しております。当中間連結

会計期間末の当該契約残高は、73,754

百万円（うち１年超25,691百万円）であ

ります。　

 13　契約残高

　当社及び連結子会社は、現在開発中又

は開発予定の不動産について当連結会計

年度末以降に取得・引取する契約を締結

しております。当連結会計年度末の当該

契約残高は97,088百万円（うち１年超

26,324百万円）であります。

 14　 受取手形割引高

 23百万円 

 14　　　　　　─────   14　　　　　　─────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

※１　売上高に含めた「その他の関係会社有

価証券」及び「長期事業目的有価証券」

に係る匿名組合からの配当損益は、次

のとおりであります。

その他の関係会社有価

証券

△111百万円

長期事業目的有価証券 211百万円

 合計 100百万円

※１　売上高及び売上原価に含めた「その他

の関係会社有価証券」及び「長期事業

目的有価証券」に係る匿名組合からの

配当損益は、次のとおりであります。

　(1)　売上高

その他の関係会社有価

証券

8百万円

長期事業目的有価証券 214百万円

 合計 223百万円

　(2)　売上原価

その他の関係会社有価

証券

95百万円

長期事業目的有価証券 473百万円

 合計 569百万円

※１　売上高及び売上原価に含めた「その他

の関係会社有価証券」及び「長期事業

目的有価証券」に係る匿名組合からの

配当損益は、次のとおりであります。

　(1)　売上高

その他の関係会社有価

証券

4百万円

長期事業目的有価証券 958百万円

 合計 962百万円

　(2)　売上原価

その他の関係会社有価

証券

91百万円

長期事業目的有価証券 165百万円

 合計 257百万円

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目 ※２　販売費及び一般管理費の主要な費目 ※２　販売費及び一般管理費の主要な費目

給与手当 930百万円

役員賞与引当金繰入額 89百万円 

役員退職慰労引当金

繰入額

26百万円

支払手数料 1,162百万円

のれん償却額 397百万円 

給与手当 1,097百万円

租税公課 1,155百万円

支払手数料 1,788百万円

のれん償却額 821百万円 

貸倒引当金繰入額 65百万円

給与手当 1,989百万円

役員賞与引当金繰入額 210百万円

役員退職慰労引当金

繰入額

50百万円

支払手数料 2,659百万円

のれん償却額 1,277百万円

※３　固定資産売却益の主要な内訳

建物及び構築物 283百万円

土地 1,957百万円

※３　固定資産売却益の内訳

その他有形固定資産 1百万円

※３　固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 288百万円

土地 1,958百万円

 合計 2,246百万円

※４　固定資産売却損の主要な内訳

建物及び構築物 556百万円

土地 90百万円

※４　　　　　　─────  ※４　固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 556百万円

土地 90百万円

その他有形固定資産 3百万円

 合計 651百万円

 ※５　　　　　　─────  ※５　投資有価証券売却益の内訳

子会社株式 66百万円

 ※５　投資有価証券売却益の内訳

関連会社株式 4百万円

その他有価証券 1,062百万円

 合計 1,066百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 ※６　　　　　　─────  ※６　減損損失

　当社グループは以下の資産について減損

損失を計上しております。

用途 場所 種類
減損損失
(百万円)

 ゴルフ場

 おおむら

さきゴル

フ倶楽部

(埼玉県比

企郡)他7

コース

のれん 5,305

土地 4,931

　当社グループは、原則として独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、主として法人を基本単位としており

ます。

　連結子会社パシフィックスポーツアンド

リゾーツ株式会社が営むゴルフ場投資事業

において、長期保有運営方針から売却方針

に方針転換したことに伴い、同社が保有し

ているゴルフ場の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、その減少額を減損損失として

特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り算定しており、原則として不動産鑑定士

の不動産鑑定評価額に基づいております。

 ※６　　　　　　─────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

 普通株式（株）

（注）１,２　　
626,394 73,320 － 699,714

（変動事由の概要）

 １．公募増資による増加は、72,000株であります。　

 ２. 新株予約権の権利行使による増加は、1,320株であります。　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計
年度末

 当中間連
結会計期間
増加

 当中間連
結会計期間
減少

 当中間連
結会計期間
末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 － － － － 19

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 1,064 1,700 平成18年11月30日 平成19年２月28日 

 （２）基準日が前中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が前中間連結会計期間後となるもの

 該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

 普通株式（株） 699,846 444 － 700,290

（変動事由の概要）

 新株予約権の権利行使による増加は、444株であります。　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計
年度末

 当中間連
結会計期間
増加

 当中間連
結会計期間
減少

 当中間連
結会計期間
末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 － － － － 49
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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20年２月27日定

時株主総会
普通株式 1,259 1,800 平成19年11月30日 平成20年２月28日 

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

 該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式（株）

（注）１,２　
626,394 73,452 － 699,846

（変動事由の概要）

 １．公募増資による増加は、72,000株であります。

 ２. 新株予約権の権利行使による増加は、1,452株であります。　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 － － － － 30

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 1,064 1,700 平成18年11月30日 平成19年２月28日 

 （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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20年１月25日

取締役会
普通株式 利益剰余金 1,259 1,800 平成19年11月30日 平成20年２月28日 

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱（8902）平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 36 －



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（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中間連結会計期

間末と中間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中間連結会計期

間末と中間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19年５月31日現在） （平成20年５月31日現在） （平成19年11月30日現在）

現金及び預金勘定 20,300百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金

△400百万円

現金及び現金同等物 19,900百万円

現金及び預金勘定 19,738百万円

現金及び現金同等物 19,738百万円

現金及び預金勘定 40,329百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金

△300百万円

現金及び現金同等物 40,029百万円
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（開示の省略）

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中間短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

不動産投資

ファンド事業

（百万円）

不動産投資コ

ンサルティン

グサービス事

業

（百万円）

不動産投資事

業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,239 1,755 52,677 58,672 － 58,672

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,700 151 － 2,852 (2,852) －

計 6,939 1,907 52,677 61,525 (2,852) 58,672

営業費用 1,805 674 49,547 52,027 (1,832) 50,195

営業利益 5,133 1,233 3,130 9,497 (1,020) 8,477

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

不動産投資

ファンド事業

（百万円）

不動産投資コ

ンサルティン

グサービス事

業

（百万円）

不動産投資事

業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,566 1,516 49,173 53,256 － 53,256

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,956 652 － 6,608 (6,608) －

計 8,522 2,168 49,173 59,864 (6,608) 53,256

営業費用 3,310 685 49,879 53,875 (5,046) 48,828

営業利益又は営業損失（△） 5,212 1,483 △706 5,989 (1,561) 4,428

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

不動産投資

ファンド事業

（百万円）

不動産投資コ

ンサルティン

グサービス事

業

（百万円）

不動産投資事

業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ　売上高

(1）外部顧客に対する売上高 12,340 3,710 111,656 127,707 － 127,707

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,504 418 0 10,923 (10,923) －

計 22,845 4,129 111,656 138,631 (10,923) 127,707

営業費用 4,350 1,259 104,795 110,405 (8,787) 101,617

営業利益 18,494 2,869 6,860 28,225 (2,135) 26,090
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　（注）１.　事業区分は、市場の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事業内容

主要な事業内容

不動産投資ファンド事業
不動産投資ファンドのアレンジメント業務、マネジメント業務、不動産

投資ファンドへの投資

不動産投資コンサルティング

サービス事業
デューデリジェンス、アセットマネジメント

不動産投資事業 不動産投資（ゴルフ場投資事業を含む）

３．「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

 前中間連結
会計期間

 当中間連結
会計期間

前連結
会計年度

主な内容

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額（百万円）

962 1,394 2,132
当社の管理部門に係る費用であ

ります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はあ

りません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日

至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日

至　平成20年５月31日）

前連結会計年度

（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   87,262円05銭

１株当たり中間純利益      6,095円32銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
     6,080円68銭

１株当たり純資産額       82,451円36銭

１株当たり中間純損失       11,836円43銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間純損失で

あり、また、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額       97,125円90銭

１株当たり当期純利益    17,571円18銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
    17,540円05銭

　　（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当　

　　　　 　期）純利益金額の算定上の基礎

前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日

至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日

至　平成20年５月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年12月１日

至　平成19年11月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額又は1株

当たり中間純損失金額（△）
   

 中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（百万円）
4,113 △8,287 12,077

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中

間純損失（△）（百万円）
4,113 △8,287 12,077

普通株式の期中平均株式数（株） 674,839 700,207 687,355

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額 
   

 中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 1,624 － 1,220

（うち新株予約権(株)） (1,624) ( - ) (1,220)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

 平成18年２月24日

定時株主総会決議によるス

トック・オプション（新株予

約権）

普通株式　1,270株

なお、この他に連結子会社の

有する潜在株式として新株予

約権２種類がある。

 平成17年２月25日

定時株主総会決議によるス

トック・オプション（新株予

約権）

普通株式　2,016株

 平成18年２月24日

定時株主総会決議によるス

トック・オプション（新株予

約権）

普通株式　1,197株

 平成20年２月27日

定時株主総会決議によるス

トック・オプション（新株予

約権）

普通株式　 3,772株

平成18年２月24日

定時株主総会決議によるス

トック・オプション（新株予

約権）

普通株式　1,207株

なお、この他に連結子会社の

有する潜在株式として新株予

約権２種類がある。
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（重要な後発事象）

１　パシフィックホールディングス株式会社は平成20年７月11日開催の取締役会において、「株式会社大和証券グルー

プ本社との資本参加に関する基本合意書の締結」について決議し、同日株式会社大和証券グループ本社と基本合意書

を締結いたしました。

　概要は以下のとおりであります。

（1）目的

財務体質の健全化、資金調達のための信用力の補完

（2）契約の内容

株式会社大和証券グループ本社が優先交渉権を得てパシフィックホールディングス株式会社へ資本参加する

ことに関する事項

（3）その他

今後の協議の状況によっては，資本参加に関連し、種類株式の発行に伴う定款変更、株式の有利発行等が必

要となり、パシフィックホールディングス株式会社の株主総会における特別決議が必要となる可能性があり

ます。
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年5月31日）

当中間会計期間末
（平成20年5月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 8,092 5,492 19,624

２　売掛金 354 2,617 5,365

３　販売用不動産  265 208 265

４　前払費用 288 156 309

５　繰延税金資産 1,209 5,087 871

６　関係会社短期貸付金 102,394 149,766 97,610

７　その他  5,011 2,592 4,027

８　貸倒引当金 △11 △11,644 △12

流動資産合計 117,603 65.1 154,275 64.5 128,060 60.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産  

(1）建物 76 73 76

(2）その他 101 292 131

有形固定資産合計 178 0.1 366 0.2 207 0.1

２　無形固定資産 322 0.2 343 0.1 331 0.2

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 12,375 8,897 9,731

(2）関係会社株式  1,799 2,601 2,428

(3) その他の関係会社
有価証券

 15,190 45,040 24,467

(4) 長期事業目的有価
証券

 12,612 13,557 14,940

(5）出資金 183 242 267

(6) 関係会社長期貸付
金

 14,067 8,791 26,117

(7）差入敷金保証金 5,786 4,366 4,961

(8）その他 504 531 440

(9）貸倒引当金 △34 － －

投資その他の資産合
計

62,485 34.6 84,028 35.2 83,354 39.3

固定資産合計 62,985 34.9 84,737 35.5 83,893 39.6

資産合計 180,588 100.0 239,013 100.0 211,953 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年5月31日）

当中間会計期間末
（平成20年5月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 25 － 19

２　短期借入金  70,780 84,581 79,860

３　１年以内返済予定長
期借入金

 6,263 32,899 15,648

４　１年以内償還予定社
債

1,250 6,200 6,200

５　未払金 447 318 496

６　未払費用 459 636 572

７　未払法人税等 46 432 3,964

８　未払消費税等  15 － 128

９　役員賞与引当金  63 － 113

10　その他 364 1,486 846

流動負債合計 79,715 44.1 126,554 53.0 107,850 50.9

Ⅱ　固定負債

１　社債 31,300 37,100 30,700

２　長期借入金  9,743 17,849 10,890

３　繰延税金負債 1,020 107 －

４　役員退職慰労引当金 234 229 251

５　長期預り敷金 5,492 4,060 4,645

６　その他　 － － 17

固定負債合計 47,792 26.5 59,347 24.8 46,504 21.9

負債合計 127,507 70.6 185,901 77.8 154,355 72.8

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  19,277 10.7 19,312 8.1 19,285 9.1

２　資本剰余金  

資本準備金  19,132  19,140

資本剰余金合計  19,132 10.6 19,166 8.0 19,140 9.0

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  2 2 2

(2）その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  13,011 15,064 18,854

利益剰余金合計  13,013 7.2 15,066 6.3 18,856 8.9

株主資本合計  51,423 28.5 53,545 22.4 57,282 27.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　その他有価証券評価
差額金

 1,639 0.9 △483 △0.2 285 0.2

評価・換算差額等合計  1,639 0.9 △483 △0.2 285 0.2

Ⅲ　新株予約権  19 0.0 49 0.0 30 0.0

純資産合計  53,081 29.4 53,111 22.2 57,598 27.2

負債純資産合計  180,588 100.0 239,013 100.0 211,953 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  5,882 100.0 8,576 100.0 19,647 100.0

Ⅱ　売上原価 158 2.7 2,281 26.6 1,774 9.0

売上総利益 5,723 97.3 6,294 73.4 17,872 91.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 2,045 34.8 2,869 33.5 4,152 21.2

営業利益 3,677 62.5 3,425 39.9 13,720 69.8

Ⅳ　営業外収益  1,520 25.9 6,803 79.3 3,822 19.5

Ⅴ　営業外費用  2,059 35.0 2,880 33.6 4,039 20.6

経常利益 3,138 53.4 7,347 85.7 13,502 68.7

Ⅵ　特別利益  0 0.0 132 1.5 9 0.1

Ⅶ　特別損失  5 0.1 12,225 142.5 529 2.7

税引前中間（当
期）純利益又は中
間純損失（△）

3,133 53.3 △4,744 △55.3 12,983 66.1

法人税、住民税及
び事業税

1 1,197 3,932

法人税等調整額 1,343 1,344 22.9 △3,411 △2,214 △25.8 1,419 5,352 27.3

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△）

1,788 30.4 △2,530 △29.5 7,631 38.8

 

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱（8902）平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 44 －



(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５月31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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年11月30日残高

（百万円）
10,042 9,897 2 12,288 12,290 32,230

中間会計期間中の変動

額

新株の発行 9,234 9,234 － － － 18,469

剰余金の配当（注） － － － △1,064 △1,064 △1,064

中間純利益 － － － 1,788 1,788 1,788

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動

額合計（百万円）
9,234 9,234 － 723 723 19,193

平成19年5月31日残高

（百万円）
19,277 19,132 2 13,011 13,013 51,423

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年11月30日残高

（百万円）
637 2 32,870

中間会計期間中の変動

額

新株の発行 － － 18,469

剰余金の配当（注） － － △1,064

中間純利益 － － 1,788

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

1,001 16 1,017

中間会計期間中の変動

額合計（百万円）
1,001 16 20,211

平成19年5月31日残高

（百万円）
1,639 19 53,081

（注）平成19年２月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年12月１日　至平成20年５月31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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年11月30日残高

（百万円）
19,285 19,140 2 18,854 18,856 57,282

中間会計期間中の変動

額

新株の発行 26 26 － － － 53

剰余金の配当 － － － △1,259 △1,259 △1,259

中間純損失 － － － △2,530 △2,530 △2,530

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動

額合計（百万円）
26 26 － △3,789 △3,789 △3,736

平成20年5月31日残高

（百万円）
19,312 19,166 2 15,064 15,066 53,545

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年11月30日残高

（百万円）
285 30 57,598

中間会計期間中の変動

額

新株の発行 － － 53

剰余金の配当 － － △1,259

中間純損失 － － △2,530

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

△768 18 △750

中間会計期間中の変動

額合計（百万円）
△768 18 △4,486

平成20年5月31日残高

（百万円）
△483 49 53,111

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱（8902）平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 46 －



前事業年度の株主資本等変動計算書（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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年11月30日残高

(百万円）
10,042 9,897 2 12,288 12,290 32,230

事業年度中の変動額

新株の発行 9,242 9,242 － － － 18,485

剰余金の配当 － － － △1,064 △1,064 △1,064

当期純利益 － － － 7,631 7,631 7,631

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）
9,242 9,242 － 6,566 6,566 25,051

平成19年11月30日残高

（百万円）
19,285 19,140 2 18,854 18,856 57,282

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 その他有価証券

評価差額金

平成18年11月30日残高

（百万円）
637 2 32,870

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 18,485

剰余金の配当 － － △1,064

当期純利益 － － 7,631

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額）

△351 27 △324

事業年度中の変動額合

計（百万円）
△351 27 24,727

平成19年11月30日残高

（百万円）
285 30 57,598
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　（重要な後発事象）

　１　当社は、平成20年６月１日を効力発生日とする分社型吸収分割（簡易分割）により、完全子会社２社に事業の一部

を承継させ、持株会社体制へ移行いたしました。

　  (1)持株会社体制移行の基本方針

　　  ①目的

　　   ・各事業の透明性の向上と責任の明確化

・経営環境や市場環境の変化に対応できる事業ポートフォリオの構築

・意思決定の迅速化と経営の機動性向上

・ガバナンス体制の強化

　　  ②役割

　・持株会社 グループ経営に基づきグループ経営戦略を立案・実行、各事業会社の管理等

　・事業会社 各事業領域での事業戦略の立案実行、業務執行等

　 (2)吸収分割の方法

　　 　当社を分割会社として、パシフィックリアルティ株式会社及びパシフィックインベストメント株式会社を承継会社

とした、会社法第784条第３項の規定に基づく分社型吸収分割（簡易分割）であります。

　 (3)承継会社の概要 （平成20年5月末日現在）

 商号 パシフィックリアルティ株式会社 

(旧 有限会社パシフィック・グロース・リアルティ)

 代表者 代表取締役社長　秋澤　昭一

 本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

 資本金 100百万円

 純資産の額 2,274百万円（単体）

 総資産の額 101,954百万円（単体） 

 主な事業内容 不動産投資事業 

 商号 パシフィックインベストメント株式会社 

(旧 パシフィック・インベストメント・パートナーズ株式会社)

 代表者 代表取締役社長　山内　章

 本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

 資本金 50百万円

 純資産の額 277百万円（単体） 

 総資産の額 1,677百万円（単体） 

 主な事業内容 不動産投資ファンド事業

　 (4)分割する部門の事業概要と承継先

　     パシフィックリアルティ株式会社に対し当社の不動産投資事業（開発事業、自己投資事業）及びアセットマネジメ

ント事業の一部を、パシフィックインベストメント株式会社に対し当社のアセットマネジメント事業のうち、不動産

関連業務の事業を承継いたしました。
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　２　当社は平成20年７月11日開催の取締役会において、「株式会社大和証券グループ本社との資本参加に関する基本合

意書の締結」について決議し、同日株式会社大和証券グループ本社と基本合意書を締結いたしました。

　概要は以下のとおりであります。

（1）目的

財務体質の健全化、資金調達のための信用力の補完

（2）契約の内容

株式会社大和証券グループ本社が優先交渉権を得て当社へ資本参加することに関する事項

（3）その他

今後の協議の状況によっては，資本参加に関連し、種類株式の発行に伴う定款変更、株式の有利発行等が必

要となり、当社の株主総会における特別決議が必要となる可能性があります。
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