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1.  平成23年11月期第1四半期の連結業績（平成22年12月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年11月期第1四半期 168 5.1 △52 ― △82 ― △125 ―
22年11月期第1四半期 160 △45.8 △56 ― △56 ― △62 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年11月期第1四半期 △3.55 ―
22年11月期第1四半期 △1.87 ―

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

23年11月期第1四半期 8,675 1,017 11.6 28.56
22年11月期 8,780 1,136 12.9 31.94

（参考） 自己資本   23年11月期第1四半期  1,009百万円 22年11月期  1,129百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年11月期 ―
23年11月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

第2四半期 
(累計)

780 △44.3 △75 ― △130 ― △130 ― △3.68

通期 4,420 137.8 145 ― 28 ― 25 ― 0.71



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本決算短信に記載の連結業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の連
結業績は、今後様々な要因により、本連結業績予想とは大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 1社 （社名 有限会社ベローナ・プロパティー ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年11月期1Q 35,638,800株 22年11月期  35,638,800株
② 期末自己株式数 23年11月期1Q  277,500株 22年11月期  277,500株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年11月期1Q 35,361,300株 22年11月期1Q 33,311,300株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間（平成22年12月１日～平成23年２月28日）における国内経済は、輸出の停滞や政府の

経済対策効果が一巡したこともあり、昨秋頃から足踏み状態が続いておりましたが、生産の拡大や輸出の下げ止ま

りの動きもみられ、緩やかながらも自律回復へ移行する兆しがみられました。 

 当社グループの主要事業である不動産業界では、日銀が昨年創設した「資産買入等の基金」にJ-REITが購入対象

となったほか、世界的な金融緩和により、国内金融機関において不動産事業に対する融資再開の動きが見受けられ

るようになりました。こうした状況の下、当社グループは新たな収益源の確保を企図し、アジア事業戦略として韓

国のNAU IB CAPITAL社と業務提携契約を締結し「日本テクノロジーファンド１号」を共同で組成する等、アジア地

域における事業展開に向けた足場固めに着手いたしました。   

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は売上高168百万円（前年同四半期比5.1％増）、営業損失52百万

円（前年同四半期の営業損失は56百万円）、経常損失82百万円（前年同四半期の経常損失は56百万円）、四半期純

損失125百万円（前年同四半期の四半期純損失は62百万円）となりました。  

  

<アセットマネジメント事業>    

  当第１四半期連結会計期間におきまして、当社グループが運用するファンド運用資産残高は418億円(一部円換  

算US$1.00＝81.71円）、当社グループがアセットマネジメント業務を受託している不動産等の受託資産残高は   

596億円となりました。不動産ファンドにつきましては、アセットマネジメントフィー等を計上したほか、ファン

ド組入れ物件の売却によりディスポーザルフィーを計上いたしました。証券ファンドにつきましては、外国投資信

託の管理報酬を計上いたしました。その結果、アセットマネジメント事業においては、売上高74百万円（前年同四

半期比27.2%減）、営業損失35百万円（前年同四半期の営業損失は22百万円）となりました。    

  

<インベストメントバンク事業>    

 不動産投資等部門では、特別目的会社（SPC）等が保有する不動産等からの不動産賃貸収入等を計上いたしま   

した。証券投資等部門では、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズにおいて金融商品仲介業務による収  

益を計上いたしました。その結果、インベストメントバンク事業においては、売上高93百万円（前年同四半期比

62.8%増）、営業利益10百万円（前年同四半期比42.2%減）となりました。     

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、販売用不動産の取得に伴うたな卸資産の増加、現金及び預金の減少等

により、前連結会計年度末比105百万円減の8,675百万円となりました。有利子負債は前連結会計年度末比20百万円

減の7,075百万円となりました。純資産は四半期純損失125百万円を計上したことから、前連結会計年度末比119百

万円減の1,017百万円となりました。  

 また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、756

百万円となり、前連結会計年度末と比較して346百万円の減少となりました。  

     当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動によって減少した資金は、63百万円（前年同四半期は５百万円の減少）となりました。主な要因は、税

金等調整前四半期純損失124百万円が計上された一方で、売上債権が58百万円減少したこと等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） 

    投資活動によって減少した資金は、271百万円（前年同四半期は29百万円の増加）となりました。主な要因は、

匿名組合出資持分の取得に伴う支出369百万円及び短期貸付金の回収による収入100百万円によるものであります。

   

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動によって減少した資金は、10百万円（前年同四半期は16百万円の減少）となりました。主な要因は、1

年内返済予定の長期借入金の返済による支出10百万円であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点におきまして、平成23年１月14日付で開示した連結業績予想に変更はございません。なお、平成23年11月

期の連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は今後様々な要因

により、予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 平成22年12月17日付で（有）ベローナ・プロパティーの匿名組合出資持分を取得したことに伴い、連結の範囲に

含めております。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

   ②法人税等の納付税額の算定方法 

 加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。 

   ③繰延税金資産の回収可能性の判断 

 前連結会計年度末以降に経営環境、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められた場合に、前連結会計

年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラニングを利用する方法によっております。 

   ④固定資産の減価償却費の算定方法 

    定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

   よっております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(会計処理基準に関する事項の変更) 

      「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日) 及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適

用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

      (表示方法の変更) 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に

より、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

  

    (追加情報）  

 ①連結納税制度の導入 

  当社は当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を導入しております。なお、連結納税制度の適用に伴 

 う損益への影響は軽微であります。 

  ②事務所移転費用引当金の計上 

     当社グループの本社機能移転に伴い発生する費用に備えるため、合理的な見積額を計上しております。 

     これにより税金等調整前四半期純損失が42百万円増加しております。なお、本社移転は当第２四半期連結会計

    期間中に完了するため、当該引当金は当連結会計年度末までには取り崩す予定であります。  

  

２．その他の情報
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 （４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要         

     当第１四半期連結会計期間の業績は、ファンド運用資産残高及び不動産受託資産残高の減少による影響もあ

り、経費の削減に努めているものの、固定収入で固定費用を賄いきれず、営業損失52百万円、経常損失82百万

円、四半期純損失125百万円と損失を計上しております。当社グループでは、こうした状況を解消または改善す

べく、事業活動においては、不動産営業推進室・ファンド営業推進室・アジア事業推進室を中心に販売用不動産

の販売促進、開発プロジェクトの早期事業化、さらに新たな収益源の確保に向けた営業強化並びに国内外の機関

投資家の開拓、優良顧客の掘り起こし等に精力的に取り組んでおります。しかし、これらの対応策はいずれも実

施途上にあるため、今後も着実に推進していくことにより、中長期的な売上の確保及び収益の改善に繋げていく

方針であります。 

     経費面では、収益力に見合った水準に適正化すべく、オフィスの移転による賃料の減額など徹底した固定費の

削減を実施して、経営の効率化を図ってまいります。                           

     一方、当第１四半期連結会計期間に返済期日が到来した借入金等の対応については、金融機関等との協議の結

果、借入条件の見直しを行った上で、その期限を延長しております。 

     このように、当社グループには、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が存在し

ておりますが、上記の既に実施している施策を含め、より効果的かつ実行可能な対応を可及的速やかに行うこと

により、収益基盤の安定化と財務体質の改善を図っていく所存であります。  
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 956 1,302

売掛金 28 86

有価証券 18 15

営業投資有価証券 6 10

販売用不動産 4,677 4,278

仕掛販売用不動産 2,330 2,330

その他 31 138

流動資産合計 8,048 8,161

固定資産   

有形固定資産 41 43

無形固定資産 2 3

投資その他の資産   

投資有価証券 419 408

その他 823 823

貸倒引当金 △660 △660

投資その他の資産合計 582 572

固定資産合計 627 618

資産合計 8,675 8,780

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,982 1,982

1年内返済予定の長期借入金 3,915 3,925

未払金 29 34

未払法人税等 3 14

事務所移転費用引当金 42 －

その他 42 46

流動負債合計 6,014 6,002

固定負債   

新株予約権付社債 400 400

長期未払金 1,178 1,188

その他 65 53

固定負債合計 1,643 1,641

負債合計 7,657 7,643
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,056 1,056

資本剰余金 534 534

利益剰余金 △591 △465

自己株式 △15 △15

株主資本合計 984 1,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28 21

為替換算調整勘定 △2 △2

評価・換算差額等合計 25 19

少数株主持分 7 7

純資産合計 1,017 1,136

負債純資産合計 8,675 8,780
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 160 168

売上原価 37 57

売上総利益 122 111

販売費及び一般管理費 178 163

営業損失（△） △56 △52

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 12 1

有価証券運用益 7 －

受取家賃 4 －

その他 2 2

営業外収益合計 27 4

営業外費用   

支払利息 27 32

為替差損 － 1

その他 1 0

営業外費用合計 28 34

経常損失（△） △56 △82

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

貸倒引当金繰入額 0 －

関係会社株式売却損 8 －

事務所移転費用引当金繰入額 － 42

特別損失合計 9 42

税金等調整前四半期純損失（△） △65 △124

法人税、住民税及び事業税 1 0

過年度法人税等戻入額 △7 －

法人税等調整額 2 △0

法人税等合計 △3 △0

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △125

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純損失（△） △62 △125
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △65 △124

減価償却費 12 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 －

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 42

受取利息及び受取配当金 △12 △1

支払利息 27 32

為替差損益（△は益） △1 1

関係会社株式売却損益（△は益） 8 －

売上債権の増減額（△は増加） 77 58

有価証券の増減額（△は増加） 1 △2

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － 4

たな卸資産の増減額（△は増加） △0 △24

前払費用の増減額（△は増加） 0 △1

未収入金の増減額（△は増加） △3 △1

未払消費税等の増減額（△は減少） △8 △4

未払金の増減額（△は減少） 2 △15

その他 0 △9

小計 37 △24

利息及び配当金の受取額 12 1

利息の支払額 △24 △31

法人税等の支払額 △30 △9

営業活動によるキャッシュ・フロー △5 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却及び取得による収入・支出 － △1

連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の取得
による支出

－ △369

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

22 －

その他の関係会社有価証券の取得による支出 － △1

短期貸付金の回収による収入 － 100

長期貸付金の回収による収入 6 －

その他 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 29 △271

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △9 －

１年内返済予定の長期借入金の返済による支出 － △10

長期借入金の返済による支出 △8 －

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △16 △10

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6 △346

現金及び現金同等物の期首残高 1,041 1,102

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,048 756
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 該当事項はありません。   

  

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

       したがって、当社は事業目的またはサービスの内容等が概ね類似している各個別事業を「アセットマネジ

メント事業」と「インベストメントバンク事業」の２つに集約し、報告セグメントとしております。  

       各報告セグメントの主要な内容は、次のとおりであります。 

        アセットマネジメント事業  --- 証券・不動産ファンドの組成・管理・運用及び不動産の受託運用等   

       インベストメントバンク事業--- 不動産物件への投資、上場企業・未上場企業への投資、金融商品仲介業 

                                           務等 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

  (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   

（追加情報） 

  当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。  

   

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

  

  

報告セグメント  

合計 

（百万円） 

アセットマネジメント

事業 

（百万円）  

  インベストメントバンク事業 

不動産投資等部門 

（百万円）  

証券投資等部門 

（百万円）  

 売上高 

 外部顧客への売上高 
  74 85  7   168

  セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  
 3   △11   －  △8

 計   78   74   7   160

 セグメント利益又は損失

（△）  
  △35   11   △0   △24

 利益（百万円）  金額（百万円） 

 報告セグメント計 

 セグメント間取引消去 

 全社費用（注）  

  

 

 

△24

8

△35

 四半期連結損益計算書の営業損失   △52

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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