
 

 

 

 

 

平成 22 年３月 25 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グループ 

代表取締役社長  田 島 克 洋 

 (コード番号：3266) 

               問合せ先：取締役 経営企画部長 宮本 裕司 

 電話番号： (03) 5413-5535(代表) 

 

 

連結孫会社における不動産信託受益権の譲渡 

及び業績予想の修正に関するお知らせ 
 
 

当社の連結孫会社であるオーブリヨン・プロパティー合同会社（以下「オーブリヨン」といいます。）

は、オーブリヨンが保有する不動産信託受益権の売買契約を平成 22 年３月 25 日付で締結いたしまし

たので、お知らせいたします。これに伴い、平成 22 年１月 14 日付で開示いたしました平成 22 年 11

月期連結業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

 １．不動産信託受益権の譲渡について 

 （１）不動産物件の概要 

①名称 フォレシティ西本町 

②所在地 大阪府大阪市西区西本町一丁目 14 番 20 号 

③敷地面積 392.61 ㎡ 

④延床面積 2,699.70 ㎡ 

⑤建物の構造 鉄筋コンクリート造・地上 13 階建 

 

（２）譲渡価額  

955 百万円 

※ 譲渡価額は、独立の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額や不動産市況を総合的に勘案した

上で譲渡先と交渉し、決定いたしました。 

 

（３）譲渡先の概要                      （平成 21 年 10 月 31 日現在） 

①商    号 FC レジデンシャル投資法人 

②本 店 所 在 地 東京都港区六本木六丁目 15 番 1 号 六本木ヒルズけやき坂テラス６階 

③代表者の役職･氏名 執行役員 金子 幸司 

④事 業 の 内 容 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく資産の運用 

⑤投資主資本の額 14,928 百万円 

⑥設 立 年 月 日 平成 17 年６月 23 日 

⑦純 資 産 15,181 百万円 

⑧総 資 産 21,326 百万円 

⑨主要な投資主及び

所有投資口比率 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント   23.24％ 

プロスペクト ジャパン ファンド リミテッド       9.93％ 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505086  8.08％ 

ゴールドマン・サックス・インターナショナル        6.16％ 

日興シティ信託銀行株式会社（投信口）           5.76％ 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー506155  4.56％ 

株式会社ファンドクリエーション              4.15％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）   3.03％ 



 

アイデン株式会社                     1.96％ 

株式会社沖縄海邦銀行                   1.77％ 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

⑩上場会社と当該譲

渡先の関係等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

※ FC レジデンシャル投資法人は当社の完全子会社であるファンドクリエーション不動産投信株

式会社が運用する投資法人でありますが、当社グループの連結対象外であります。 

 

（４）利害関係者との取引 

  FC レジデンシャル投資法人は、オーブリヨンの資産運用会社であるファンドクリエーション・

アール・エム株式会社の社内規程において定める「利害関係者」に該当いたします。本資産運用

会社は、独自に定める利益相反対策ルールに則り、投資政策委員会の事前承認を受ける等厳格な

手続きを経て、本物件譲渡にかかる信託受益権売買契約の締結を決議しております。 

 

（５）譲渡の日程 

平成 22 年３月 25 日 売買契約締結 

平成 22 年３月 31 日 物件引渡し及び決済（予定） 

 

２．業績予想の修正について 

（１）第２四半期連結累計期間（平成 21 年 12 月１日～平成 22 年５月 31 日）   （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回公表予想（Ａ） 350 △110 △200 △200

今回修正予想（Ｂ） 1,305 △110 △200 △200

増減額（Ｂ－Ａ） 955 0 0 0

増減率（％） 272.9 0.0 0.0 0.0

（ご参考）前期第 2四半期実績 

（平成 21年 11 月期中間）※ 583 △95

 

△176 △175

※ 当社は平成 21 年５月に設立したため、株式会社ファンドクリエーションの連結業績を記載して

おります。 

 

（２）通期連結業績（平成 21 年 12 月１日～平成 22 年 11 月 30 日）        （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回公表予想（Ａ） 1,100 200 30 25

今回修正予想（Ｂ） 2,055 200 30 25

増減額（Ｂ－Ａ） 955 0 0 0

増減率（％） 86.8 0.0 0.0 0.0

（ご参考）前期実績 

（平成 21年 11 月期）※ 704 △173

 

△319 △437

※ 当社は平成 21 年５月に設立したため、当社の平成 21 年５月１日～平成 21 年 11 月 30 日までの  

  ７ヶ月間の連結実績見込みであります。 

 

３．業績予想修正の理由 

  平成 22 年１月 14 日付で開示いたしました平成 22 年 11 月期連結業績予想におきましては、当社グ

ループが保有する不動産物件等の売却を想定しておりませんでしたが、今般、平成 22 年３月 25 日付

で当社連結孫会社であるオーブリヨンがたな卸資産として保有する不動産信託受益権の売買契約の締

結に伴い、売上高の増加が見込まれることとなりましたので、業績予想を修正することといたしまし

た。本件が営業利益以下の各利益段階に与える影響は軽微でありますので、売上高のみの修正といた

しております。なお、FC レジデンシャル投資法人は当社の完全子会社であるファンドクリエーション

不動産投信株式会社が運用する投資法人でありますが、当社グループの連結対象外であります。 

 

以  上 


