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平成 21 年２月 19 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) 

 

 

（訂正）「平成 20 年 11 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

 

平成 21 年 1月 15 日に発表いたしました「平成 20 年 11 月期 決算短信」につきまして、一部記載の 

誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には  下線を付しております。 

 

記 

 

１．[３ページ] １．経営成績 (1)経営成績に関する分析 <アセットマネジメント事業> 

【訂正前】 

（前略） 

その結果、不動産ファンドにおけるアクイジションフィー、アセットマネジメントフィー等 687 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 147 百

万円及び譲渡報酬 90 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 172 百

万円、FC Investment Ltd.におけるファンドの管理報酬 168 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 1,473 百万円（前年比 11.0％増）、営業利益 533 百万円（前年比 9.6％増）

となりました。 

   

【訂正後】 

（前略） 

その結果、不動産ファンドにおけるアクイジションフィー、アセットマネジメントフィー等 687 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 147 百

万円及び譲渡報酬 90 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 172 百

万円、FC Investment Ltd.におけるファンドの管理報酬 168 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 1,402 百万円（前年比 8.3％増）、営業利益 533 百万円（前年比 9.6％増）と

なりました。 

 

 

２．[５ページ]  １．経営成績 (2)財政状態に関する分析 ②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） 

【訂正前】 

営業活動に使用された資金は、17,756 百万円（前年は 14,421 百万円の支出）となりました。主な要因

は、たな卸資産の減少 16,124 百万円及び税金等調整前当期純損失が 5,163 百万円計上されたことにより

ます。 

 

【訂正後】 

営業活動に使用された資金は、17,756 百万円（前年は 14,421 百万円の支出）となりました。主な要因

は、たな卸資産の増加 16,124 百万円及び税金等調整前当期純損失が 5,163 百万円計上されたことにより

ます。 
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３．[６ページ] １．経営成績 (4)事業等のリスク ①当社グループの事業特有のリスクについて  

ア．アセットマネジメント事業 c．特定のファンドへの依存について 

【訂正前】 

当社グループでは、平成19年11月期における「FCファンド－レジット不動産証券投資信託」（以下「レ

ジット」といいます。）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％、

平成20年11月期は20.2％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。 

 

【訂正後】 

当社グループでは、平成19年11月期における「FCファンド－レジット不動産証券投資信託」（以下「レ

ジット」といいます。）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％、

平成20年11月期は20.9％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。 
 

 

４．[22 ページ] ４．連結財務諸表 (4）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  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）

当連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 

  至 平成20年11月30日）

区分 
注記 

番号 
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 
   

 （前略）  

関係会社株式売却益  △6 5 

 （中略）  

その他  △234 △71 

       （後略）  

    

 

【訂正後】 

  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）

当連結会計年度 

（自 平成19年12月１日 

  至 平成20年11月30日）

区分 
注記 

番号 
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 
   

 （前略）  

関係会社株式売却益  △6 △5 

 （中略）  

その他  △234 △60 

       （後略）  
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５．[27 ページ] ４．連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

【訂正前】 

項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項   

（中略）  

 ㈱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。 

シュヴァル・プロパティー(同)、

マルゴー・プロパティー(同)、

ペトリュス・プロパティー(同)、

パルメール・プロパティー(同)、

ラトゥール・プロパティー(同)、

タルボー・プロパティー(同)、

ラフィット・プロパティー(同)、

ラグランジュ・プロパティー

(同)、サンジュリアン・プロパ

ティー(同)、ポイヤック・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。 

 

 

 

 

（後略）  

   

 

【訂正後】 

項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項   

（中略）  

 ㈱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。 

シュヴァル・プロパティー(同)、

マルゴー・プロパティー(同)、

ペトリュス・プロパティー(同)、

パルメール・プロパティー(同)、

ラトゥール・プロパティー(同)、

タルボー・プロパティー(同)、

ラフィット・プロパティー(同)、

ラグランジュ・プロパティー

(同)、サンジュリアン・プロパ

ティー(同)、ポイヤック・プ

ロパティー(同)、オーブリヨ

ン・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。 

 

 

（後略）  
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６．[34ページ] ４．連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係） 

【訂正前】 

前連結会計年度 

     （平成 19 年 11 月 30 日） 

当連結会計年度 

     （平成 20 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。 

投資有価証券 

(その他の有価証券）     89 百万円 

※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）      75百万円 
(中略) 

 3．偶発債務 

債務保証 

次の会社について金融機関等からの借入に

対して債務保証を行っております。 

 
ラトゥール・プロパティー（同） 1,696 百万円 

ラフィット・プロパティー（同）  768 百万円 

   計          2,466 百万円 
 

【訂正後】 

前連結会計年度 

     （平成 19 年 11 月 30 日） 

当連結会計年度 

     （平成 20 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。 

投資有価証券 

(その他の有価証券）     89 百万円 

※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）      90百万円 
(中略) 

 3．偶発債務 

債務保証 

次の会社について金融機関等からの借入に

対して債務保証を行っております。 

 
ラトゥール・プロパティー（同） 1,696 百万円 

ラフィット・プロパティー（同）  768 百万円 

   計          2,464 百万円 
 

７．[44 ページ] ４．連結財務諸表 注記事項（有価証券関係） 

当連結会計年度（平成 20 年 11 月 30 日）２．その他有価証券で時価のあるもの 

【訂正前】 
 

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） 

(１)株式    

(２)債券    

① 国債・地方債等  －  －  － 

② 社債   －   －   － 

③ その他  －  －  － 

(３)その他  －  －  － 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

小計  －  －  － 

(１)株式 204 36 167 

(２)債券    

① 国債・地方債等  －  －  － 

② 社債   －   －   － 

③ その他   －   －   － 

(３)その他 771 223 547 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

小計 975 259 715 

合計 975 259 715 
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【訂正後】 
 

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） 

(１)株式    

(２)債券    

① 国債・地方債等  －  －  － 

② 社債   －   －   － 

③ その他  －  －  － 

(３)その他  －  －  － 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

小計  －  －  － 

(１)株式 204 36 △167 

(２)債券    

① 国債・地方債等  －  －  － 

② 社債   －   －   － 

③ その他   －   －   － 

(３)その他 771 223 △547 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

小計 975 259 △715 

合計 975 259 △715 

 

７．[61 ページ]  ４．連結財務諸表 （セグメント情報） 

【訂正前】 
インベストメントバンク 

事業 アセットマネ

ジメント事業 不動産投 

資等部門 

証券投 

資等部門 

その他事 

業 
  計 

消去又は 

全社 
全社 

 

（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 1,402 1,653 75 276 3,407  － 3,407

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 70    －    －     1 72 △72  －

計 1,473 1,653 75 277 3,480 △72 3,407

営業費用 939 1,950 594 298 3,783 438 4,222

営業利益又は営業損失 533 △296 △519 △20 △303 △510 △814

Ⅱ．資産、減価償却費及び資

本的支出 
   

資産 768 8,841 229 133 9,973 1,186 11,159

減価償却費 4 128 0 13 146 33 180

資本的支出 5 － － 1 7 3 11

 

【訂正後】 
インベストメントバンク 

事業 アセットマネ

ジメント事業 不動産投 

資等部門 

証券投 

資等部門 

その他事 

業 
  計 

消去又は 

全社 
全社 

 

（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 1,402 1,653 75 276 3,407  － 3,407

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 70    －    －     1 72 △72  －

計 1,473 1,653 75 277 3,480 △72 3,407

営業費用 939 1,950 594 298 3,783 438 4,222

営業利益又は営業損失 533 △296 △519 △20 △303 △510 △814

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
   

資産 768 8,841 229 133 9,973 1,186 11,159

減価償却費 4 128 0 13 146 33 180

減損損失      －   －   － 10   －   － 10

資本的支出 5 － － 1 7 3 11
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８．[72 ページ] ５．個別財務諸表 重要な会計方針 

【訂正前】 

    項目    
前事業年度 

    （平成19年11月30日）     

当事業年度   

    （平成20年11月30日）     

（前略） 

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。 
 

（後略） 

 

【訂正後】 

    項目    
前事業年度 

    （平成19年11月30日）     

当事業年度   

    （平成20年11月30日）     

（前略） 

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 

（後略） 

 

９．[76 ページ] ５．個別財務諸表 （貸借対照表）注記事項  

当事業年度（自 平成 19 年 12 月１日 至 平成 20 年 11 月 30 日） 

【訂正前】 

前事業年度 

(自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年11月30日） 

  
(前略) 

 ２．偶発債務 

債務保証 

次の会社について金融機関等からの借入に対 

して債務保証を行っております。 
セドル・プロパティー（同）    1,641 百万円 

ペトリュス・プロパティー（同）  2,369 百万円 

オーブリヨン・プロパティー（同） 1,000 百万円 

ラトゥール・プロパティー（同）  1,696 百万円 

ラフィット・プロパティー（同）   768 百万円 

ポイヤック・プロパティー（同）  1,593 百万円 

 計               9,067 百万円 

 
 

【訂正後】 

前事業年度 

(自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年11月30日） 

  
(前略) 

 ２．偶発債務 

債務保証 

次の会社について金融機関等からの借入に対 

して債務保証を行っております。 
セドル・プロパティー（同）    2,829 百万円 

ペトリュス・プロパティー（同）  2,369 百万円 

オーブリヨン・プロパティー（同） 1,000 百万円 

ラトゥール・プロパティー（同）  1,696 百万円 

ラフィット・プロパティー（同）   768 百万円 

 計               8,663 百万円 
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10．[77 ページ] ５．個別財務諸表 （損益計算書）注記事項  

当事業年度（自 平成 19 年 12 月１日 至 平成 20 年 11 月 30 日） 

【訂正前】 

前事業年度 

(自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年11月30日） 

  
(中略) 

※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   1,606 百万円 

関係会社からの受取利息       59 百万円 

 

※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    490 百万円 

関係会社からの受取利息       29 百万円 

関係会社からの受取配当金     210 百万円 

関係会社からの支払利息       0 百万円 

 
（後略） 

 

【訂正後】 

前事業年度 

(自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年11月30日） 

  
(中略) 

※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   1,606 百万円 

関係会社からの受取利息       59 百万円 

 

※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  △1,489 百万円 

関係会社からの受取利息       92 百万円 

関係会社からの受取配当金     210 百万円 

 
（後略） 

 

 

以  上 


