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平成 21 年１月 14 日 

 

各  位 

東京都港区六本木六丁目 10 番１号 

株式会社ファンドクリエーション 

代表取締役社長  田 島 克 洋 

(コード番号：3233) 

               問合せ先：常務執行役員経営企画部長 宮本 裕司 

 電話番号： (03) 5413-5355(代表) 

 

営業損失及び特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ 
 

当社は、平成 20 年 11 月期におきまして下記のとおり売上原価及び特別損失を計上するとともに、最 

近の業績の動向等を踏まえ，平成 20 年７月 16 日付及び平成 20 年 12 月５日付で開示いたしました平成

20 年 11 月期の業績予想につきまして、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 １．営業損失の発生及びその内容 

 （１）連結 

   ①たな卸資産評価損 

    所有不動産物件について不動産鑑定士による鑑定評価額等を基準に市場の状況を反映した評価 

額と不動産物件の簿価との差額としてたな卸評価損 465 百万円を計上する見込みです。 

 

②未上場株式評価減等 

    インベストメントバンク事業の証券投資等部門において株式公開によるキャピタルゲインを目 

   的として保有する未上場株式について投資先の財務状況の回復可能性等を勘案し評価減等 387 百 

   万円を計上する見込みです。 

 

 （２）個別 

   ①たな卸資産評価損 

    所有不動産物件について不動産鑑定士による鑑定評価額等を基準に市場の状況を反映した評価 

額と不動産物件の簿価との差額としてたな卸評価損 199 百万円を計上する見込みです。 

 

②未上場株式評価減等 

    保有する未上場株式について投資先の財務状況の回復可能性等を勘案し評価減等 343 百万円を 

計上する見込みです。 

  

 ２．特別損失の発生及びその内容 

 （１）連結 

   ①投資有価証券評価損 

当社グループが政策目的として長期保有する投資有価証券のうち時価が著しく下落した株式に 

ついて強制評価減し、投資有価証券評価損 715 百万円を計上する見込みです。 

 

   ②匿名組合出資譲渡損 

    当社グループは不動産を所有する SPC に対して匿名組合出資を行っておりますが、その所有不 

動産物件の市場価値を勘案し匿名組合出資持分を 1円で譲渡いたしましたため、匿名組合出資持 

分譲渡時の簿価と譲渡価額との差額として匿名組合出資譲渡損 1,002 百万円を計上する見込みで 

す。 

 

   ③貸倒引当金繰入 

当社からの貸付先に対する債権の全額に回収懸念が生じておりますので、財務状況を勘案し、 

   貸倒引当金繰入 650 百万円を計上する見込みです。 
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 （２）個別 

   ①投資有価証券評価損 

当社の保有する投資有価証券のうち時価が著しく下落した株式について強制評価減し、投資有 

価証券評価損 644 百万円を計上する見込みです。 

 

②匿名組合出資譲渡損 

    当社は不動産を所有する SPC に対して匿名組合出資を行っておりますが、その所有不動産物件 

の市場価値を勘案し匿名組合出資持分を 1円で譲渡いたしましたため、匿名組合出資持分譲渡時 

の簿価と譲渡価額との差額として匿名組合出資譲渡損 983 百万円を計上する見込みです。 

 

   ③子会社株式評価損 

当社の連結子会社株式の実質価額が著しく低下したことにより、子会社株式簿価と子会社の純 

   資産額の差額として子会社株式評価損 240 百万円を計上する見込みです。 

    

   ④貸倒引当金繰入 

当社からの貸付先に対する債権全額に回収懸念が生じておりますので、財務状況を勘案し、 

貸倒引当金繰入 645 百万円を計上する見込みです。 

 

 ３．業績予想の修正 

 （１）連結                                （単位：百万円） 

 売上高※1 営業利益※2 経常利益※2 当期純利益※2

前回公表予想（Ａ） 3,100 2,050 1,050 630

今回修正見込（Ｂ） 3,407 △814 △2,733 △5,252

増減額（Ｂ－Ａ） 307 △2,864 △3,783 △5,882

増減率（％） 9.9 － － －

（ご参考）前期実績 

（平成 19年 11 月期） 14,562 1,752

 

1,073 627

 

※1.売上高の前回公表予想は平成 20年 12 月５日付開示の数値です。 

※2.営業利益・経常利益・当期純利益の前回公表予想は平成 20 年７月 16 日付開示の数値です。 

 

 （２）個別                                （単位：百万円） 

 営業収益※1 営業利益※2 経常利益※2 当期純利益※2

前回公表予想（Ａ） 850 630 590 330

今回修正見込（Ｂ） 851 △2,280 △2,178 △5,218

増減額（Ｂ－Ａ） 1 △2,910 △2,768 △5,548

増減率（％） 0.0 － － －

（ご参考）前期実績 

（平成 19年 11 月期） 2,326 1,231

 

1,304 642

 

※1.営業収益の前回公表予想は平成 20 年 12 月５日付開示の数値です。 

※2.営業利益・経常利益・当期純利益の前回公表予想は平成 20 年７月 16 日付開示の数値です。 

 

 （３）業績予想修正の理由 

 当社グループの業績予想の修正につきまして、営業利益のほか各利益段階の正確な数字の確定には 

時間を要するものの、より迅速な開示を行うため、売上高の業績予想の修正を先行して平成 20 年 12 

月５日付で開示いたしましたが、この度、営業利益のほか各利益段階について数字が概ね確定いたし 

ましたので本日開示いたします。 

 

  ①連結 

（売上高） 

前回公表の売上高数字につきまして、有価証券評価損等において当初売上高のマイナスと見込ん

でおりましたものが、決算手続の過程においてより適格に会社の実態を表す表示区分を検討した結

果、当初の見積もり時点と相違が生じ一部売上原価に算入することが判明いたしましたので、当期
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の売上高は前回予想比で 307 百万円増の 3,407 百万円となりました。 

 

（営業利益） 

売上高の業績予想の修正理由は平成 20 年 12 月５日付で開示しておりますとおり、アセットマネ

ジメント事業では不動産市場の停滞に伴い案件が減少したことにより収益が想定どおり得られませ

んでした。また、インベストメントバンク事業の不動産投資等部門では、不動産物件の売却が予定

通り行われませんでした。証券投資等部門では、国内株式市場の低迷を受け想定どおり得られず証

券仲介報酬が得られませんでした。 

   これらの売上高の減少に加えて、たな卸評価損 465 百万円、保有する未上場株式の評価減等 387

百万円、株式市場の低迷に伴い当社が運用目的で保有する有価証券の期中での売却損や事業年度末

における評価損等 111 百万円を売上原価に算入いたしましたので、前回予想比で 2,864 百万円減少

し 814 百万円の営業損失となる見込みとなりました。 

 

（経常利益） 

株式市場の低迷に伴い保有する投資有価証券の売却損 169 百万円、当初販管費に算入していた借

入金に係る融資手数料 281 百万円、物件の売却が困難になったことにより当初より増加した借入金

に係る支払利息 450 百万円等を計上する見込みとなったこと等により、前回予想比で 3,783 百万円

減少し 2,733 百万円の経常損失となる見込みとなりました。 

 

（当期純利益） 

 「２．特別損失の発生及びその内容」に記載いたしましたとおり、特別損失 2,449 百万円を計上

する見込みとなったほか、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、法人税等調整額 374 百万円

を計上する見込みとなりましたので、前回予想比で 5,882 百万円減少し 5,252 百万円の当期純損失

となる見込みとなりました。 

   

  ②個別 

  （営業収益） 

 当期の個別の営業収益につきましては、決算手続において精査した結果前回予想比で 1 百万円増

の 851 百万円となりました。 

 

  （営業利益） 

営業収益の業績予想の修正理由は平成 20 年 12 月５日付で開示しておりますとおり、上記①連結

に記載のとおり、売上高の減少に伴って匿名組合分配益が計上できなかったことが主因です。この

結果、当期の営業収益は、前回予想比で 720 百万円減少したことに加えて、所有不動産物件に係る

評価損 199 百万円、保有する未上場株式に係る評価減等 343 百万円、株式市場の低迷に伴う有価証

券の運用損 108 百万円、匿名組合分配損失 1,489 百万円を営業費用に算入いたしましたので、前回

予想比で 2,910 百万円減少し 2,280 百万円の営業損失となる見込みとなりました。 

 

（経常利益） 

株式市場の低迷に伴い保有する投資有価証券の売却損 169 百万円を計上する見込みとなったこと

等により、前回予想比で 2,768 百万円減少し 2,178 百万円の経常損失となる見込みとなりました。 

 

（当期純利益） 

 「2．特別損失の発生及びその内容」に記載いたしましたとおり、特別損失 2,568 百万円を計上す

る見込みとなったほか、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、法人税等調整額 464 百万円を

計上する見込みとなりましたので、前回予想比で 5,548 百万円減少し 5,218 百万円の当期純損失と

なる見込みとなりました。 

 

 

以  上 


