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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(１)連結経営指標等 

 （注）１．当社は第２期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高（営業収益）には、消費税等は含まれておりません。 

３．第２期及び第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが

期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

４．第２期及び第３期の株価収益率については、当社株式は非上場であり、株価が把握できないため記載してお

りません。 

５．従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー

プへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（派遣社員）は年間の平均人員を（ ）外数で記

載しております。 

６．当社は、平成15年８月１日付で株式１株につき２株、平成16年２月１日付で株式１株につき４株、平成18年

３月21日付で株式１株につき２株、平成18年７月11日付で株式１株につき10株の株式分割を行っておりま

す。 

７．第４期より「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」（企業会計

基準委員会 実務対応報告第20号 平成18年９月８日）を適用し特別目的会社等６社を連結対象としたこと

に伴い、営業収益の表示を売上高に変更しております。なお、第２期及び第３期については、営業収益を記

載しております。 

     ８．第４期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

      企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

      準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 

売上高（営業収益） （千円） － 610,318 2,062,738 20,383,202 

経常利益 （千円） － 212,741 1,090,136 4,753,062 

当期純利益 （千円） － 86,190 623,747 2,738,283 

純資産額 （千円） － 624,906 1,346,513 6,878,281 

総資産額 （千円） － 1,120,994 2,647,734 14,582,218 

１株当たり純資産額 （円） － 51,390.30 92,249.72 20,713.43 

１株当たり当期純利益金額 （円） － 19,187.49 49,218.57 9,296.11 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
（円） － － － 8,272.68 

自己資本比率 （％） － 55.7 50.9 46.4 

自己資本利益率 （％） － 25.7 63.3 67.5 

株価収益率 （倍） － － － 16.2 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － 54,737 551,808 16,288,279 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － △58,455 △393,972 △1,489,589 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － 674,918 474,855 △7,994,398 

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － 764,246 1,391,552 9,129,271 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

－ 

(－) 

24 

(－) 

46 

(1) 

71 

(1) 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２．第４期の１株当たり配当額には、ジャスダック証券取引所への上場記念配当500円を含んでおります。 

３．第１期から第３期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありま

すが、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

４．第１期から第３期までの株価収益率については、株価が把握できないため記載しておりません。 

５．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

ります。 

６．第２期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、あずさ監査法人により監査を

受けております。なお、第１期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。 

７．当社は、平成15年８月１日付で株式１株につき２株、平成16年２月１日付で株式１株につき４株、平成18年

３月21日付で株式１株につき２株、平成18年７月11日付で株式１株につき10株の株式分割を行っておりま

す。 

     ８．第４期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

      企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

      準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 

営業収益 （千円） 126,611 603,642 1,364,731 5,667,564 

経常利益 （千円） 44,666 260,575 678,846 4,805,857 

当期純利益 （千円） 24,900 131,009 382,480 2,784,263 

資本金 （千円） 19,515 247,745 260,850 1,627,556 

発行済株式総数 （株） 680 12,160 14,596.4 326,888 

純資産額 （千円） 45,821 671,104 1,158,830 6,631,782 

総資産額 （千円） 155,772 1,149,569 2,285,864 9,942,750 

１株当たり純資産額 （円） 67,384.66 55,189.52 79,391.51 20,287.63 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額） 
（円） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

1,000.00 

(－) 

１株当たり当期純利益金額 （円） 54,015.14 29,165.17 30,180.74 9,452.21 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
（円） － － － 8,411.59 

自己資本比率 （％） 29.4 58.4 50.7 66.7 

自己資本利益率 （％） 89.2 36.5 41.8 71.5 

株価収益率 （倍） － － － 16.0 

配当性向 （％） － － － 10.6 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

6 

(－) 

15 

(－) 

30 

(－) 

42 

(－) 



２【沿革】 

年月 事項 

平成14年12月 東京都港区においてファンドの開発、運用を行うことを目的に当社を設立 

平成15年７月 本社を東京都港区六本木六丁目15番１号に移転 

平成15年９月 ファンドの管理業務を行うことを目的に、FC Investment Ltd.を設立 

平成15年11月 FC Investment Ltd.が日本の不動産を収益源とした毎月分配型ファンドである「FCファンド-レジット

不動産証券投資信託」を設定 

平成16年２月 アジアの中小型株を投資対象とした「フェイム-アイザワ アジア中小型株ファンド」を設定 

平成16年２月 投資法人資産運用業を行うことを目的に、FCリート・アドバイザーズ株式会社（現：ファンドクリエ

ーション不動産投信株式会社）を設立 

  企業支援を中心としたコンサルティング及びマーケティングを行うことを目的に、株式会社グッドヒ

ューマンを設立 

平成16年６月 FC Investment Ltd.が中国A株を投資対象とした「申銀萬國・アイザワ 中国A株ファンド１号」を設定 

平成16年６月 本社を東京都港区六本木六丁目10番１号に移転 

平成16年６月 証券仲介業を行うことを目的に、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズを設立 

平成16年７月 中国におけるマーケティング業務及びコンサルティング業務を行うことを目的に、上海創喜投資諮詢

有限公司を設立 

  投資顧問業を行うことを目的に、ファンドクリエーション投資顧問株式会社（現：プライマリーイン

ベストメント株式会社）を設立 

平成16年11月 FC Investment Ltd.が日本の中小型株を主な投資対象とした「FCグローバルトラスト-古橋ファン

ド」設定 

平成16年12月 FC Investment Ltd.が中国の不動産を収益源とした「FCチャイナトラスト-チャイナエキスプレス中

国不動産証券ファンド１号」を設定 

平成17年３月 FCリート・アドバイザーズ株式会社（現：ファンドクリエーション不動産投信株式会社）が、投資法

人資産運用業の認可を内閣総理大臣より取得 

平成17年４月 美術品投資を行うことを目的に、ファインアートインベストメント株式会社を設立 

  FC Investment Ltd.が日本の未上場株式及び上場株式を投資対象とした「FCJ-トラスト-上場期待日

本株ファンド」を設定 

平成17年５月 ファンドクリエーション投資顧問株式会社をプライマリーインベストメント株式会社に社名変更 

平成17年６月 当社が株式会社インスパイアを株式交換等により子会社化 

株式会社インスパイアの子会社であったプライマリーアセットマネジメント株式会社をファンドクリ

エーション投資顧問株式会社に社名変更 

平成17年７月 当社が株式会社インスパイアを吸収合併 

平成17年９月 ファンドクリエーション投資顧問株式会社をファンドクリエーション投信投資顧問株式会社に社名変

更 

平成17年10月 ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が、投資信託委託業の認可を内閣総理大臣より取得 

  FCリート・アドバイザーズ株式会社（現：ファンドクリエーション不動産投信株式会社）が資産運用

を行うFCレジデンシャル投資法人が東京証券取引所へ上場 

平成17年11月 企業投資を中心としたコンサルティング及びマーケティングを行うことを目的に、FCパートナーズ株

式会社を設立 

  ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が日本の中小型株を主な投資対象とした内国投資信託

「黒田アクティブジャパン」を設定 

平成18年３月 FCパートナーズ株式会社が株式会社グッドヒューマンを合併 

  ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が日本の大型株を主な投資対象とした内国投資信託

「山田ジャパンストラテジー」を設定 

平成18年４月 

平成18年５月 

FCリート・アドバイザーズ株式会社がファンドクリエーション不動産投信株式会社に社名変更 

ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が日本株を投資対象とした内国投資信託「古橋オリジ

ナル」を設定 

平成18年10月 FC Investment Ltd.がベトナム株を主な投資対象とした「フェイム－アイザワ トラスト ベトナムフ

ァンド」を設定 

  ジャスダック証券取引所に株式を上場 

平成18年11月  ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が日本の中小型株を主な投資対象とした内国投資信託

「黒田アクティブアルファ」を設定  



３【事業の内容】 

当社グループは、当社及び連結子会社13社並びに持分法適用会社１社により構成されており、ファンドの組成・運

営等を行うアセットマネジメント事業、不動産物件への投資、上場企業・未上場企業への投資、証券仲介業務等を行

うインベストメントバンク事業及びその他事業を行っております。 

 それぞれの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  

（１）アセットマネジメント事業 

 アセットマネジメント事業はファンド開発、不動産ファンド運用、証券ファンド運用に大別されます。 

①ファンド開発 

当社グループでは、「投資家のニーズに立脚した魅力的なファンドの開発」を事業コンセプトに、日本の不動産、

中国の不動産、日本の未上場株式、中国の未上場株式などの新しい投資対象を発掘するのと同時に、個人投資家、富

裕層、機関投資家などからの投資ニーズを汲み上げ、それらを当社グループの持つファンドに関するノウハウや金融

技術と組み合わせることにより、様々なファンドを投資家に提供しています。 



当社グループでは、投資家から見た透明性の高さ（開示制度の充実）や、個人投資家からの投資の受け入れの容易

さから、組成するファンドの多くは公募型投資信託にしております。 

新規ファンドの組成に当っては、ファンド開発部門が、情報収集、企画、立案、組成支援などを行います。また、

当社グループ外の弁護士、会計士、税理士等とのネットワークを活用し、法規制、税制等について検討を重ね、投資

家にとって最適なストラクチャーを決定します。 



②不動産ファンド運用 

 当社グループでは日本の不動産を収益源とした毎月分配型の外国投資信託、中国の不動産を収益源とした外国投資

信託、日本の不動産を投資対象としたJ-REITを運用しております。 

 当社グループにおける主力商品である毎月分配型の外国投資信託「FCファンド－レジット不動産証券投資信託」に

おいては、設定以来毎月45円（一口当たり・課税前）の分配を行うなどの実績があり、運用におきましては、公正な

アドバイスを行うために、社外の専門家が議決権の過半を有する投資政策委員会を設置し、自主規制を図っておりま

す。 

 当社グループがアセットマネジメント契約を締結している特別目的会社及びFCレジデンシャル投資法人の取得資産

の合計額（受託資産残高）は以下の通りです。 

当社グループがアセットマネジメント契約を締結している特別目的会社等における信託受益権等の不動産関連資産

の取得数は以下の通りです。 

当社グループがアセットマネジメント契約を締結している特別目的会社等における信託受益権等の国内の不動産関

連資産の属性別の取得先企業数の累計は以下の通りです。 

回次 第２期（平成16年11月期） 

時点 平成16年２月 平成16年５月 平成16年８月 平成16年11月 

金額（百万円） 10,004 14,923 21,988 23,999 

回次 第３期（平成17年11月期） 

時点 平成17年２月 平成17年５月 平成17年８月 平成17年11月 

金額（百万円） 31,462 41,971 42,295 65,503 

回次 第４期（平成18年11月期） 

時点 平成18年２月 平成18年５月 平成18年８月 平成18年11月 

金額（百万円） 71,104 78,138 77,969 84,289 

回次 
第１期 

(平成15年11月期) 
第２期 

(平成16年11月期) 
第３期 

(平成17年11月期) 
第４期 

(平成18年11月期) 

取得数（件） ２ 11 33 18 

回次 
第１期 

(平成15年11月期) 
第２期 

(平成16年11月期) 
第３期 

(平成17年11月期) 
第４期 

(平成18年11月期) 

東証一部上場企業 ０ ４ ６ ７ 

その他上場企業 ０ ０ １ ４ 

未上場企業 ２ ６ 14 20 



③証券ファンド運用 

 当社グループで管理・運用する証券ファンドは、中国などアジア株式に投資する外国投資信託、日本の未上場株式

に主に投資する外国投資信託、日本の上場株式に投資する内国投資信託などです。 

 特に内国投資信託を運用するファンドクリエーション投信投資顧問株式会社においては、運用者に対し、ファンド

の組成・管理・販売などファンド運用におけるプラットホームを提供し、各運用者がその個性・能力を十分に発揮で

きるような環境を提供しています。 

 日本の上場株式を主な投資対象とした内国投資信託には、投資家に対しファンドマネージャーの運用責任を明確化

するため、それぞれファンドマネージャーの名前を冠しております。 

 ④アセットマネジメント事業における売上高（営業収益）の内訳 

 アセットマネジメント事業における主な売上高（営業収益）は、以下のとおりであります。それぞれのファンドの

スキームによって得られる収益の構成、料率が異なっております。 

報酬名 報酬の内容 

管理報酬 
外国投資信託の管理・運用業務に関する報酬で、ファンド毎に一定の料率が定め

られています。 

信託報酬 
内国投資信託の管理・運営業務に関する報酬で、ファンド毎に一定の料率が定め

られています。 

業務委託報酬 

（コンサルティングフィー） 

業務委託契約に基づき発生する、顧客が保有する資産の管理・保全等に関する請

負報酬です。 

資産運用報酬 

J-REITの資産運用に関する報酬で、一定の料率が定められている運用報酬、不動

産等を取得した際に発生する取得報酬、不動産等を譲渡した際に発生する譲渡報

酬があります。 

投資顧問報酬 
有価証券への投資顧問にかかる報酬であり、投資顧問契約に基づき料率が定めら

れています。 

アクイジションフィー 

SPCが不動産等を取得する際に当社がSPCに提供する役務にかかる報酬です。 

対象不動産等の取得価額に一定料率を乗じた金額で、アセットマネジメント契約

に基づき発生します。 

ディスポーザルフィー 

SPCが不動産等を売却する際に当社がSPCに提供する役務にかかる報酬です。 

対象不動産等の売却価額に一定料率を乗じた金額で、アセットマネジメント契約

に基づき発生します。 

アセットマネジメントフィー 

SPCが保有する不動産等の管理・保全に関する報酬です。 

SPCの総資産額に一定料率を乗じた金額で、アセットマネジメント契約に基づき

発生します。 



⑤スキーム例 

 当社グループの主力商品である毎月分配型不動産ファンドのスキームは次の通りとなっております。 

 日本の上場株を主な投資対象とした内国投資信託のスキームは次の通りとなっております。 

  



    ⑥ファンド 

  当社グループが管理・運用・設定を行う主なファンドの概要は以下の通りです。 

  不動産ファンド 

証券ファンド 

ファンド名 主な投資対象 設定 特徴 

FCファンド－レジット不動

産証券投資信託 

日本国内の居住

系賃貸物件等 

平成15年11月 １．日本の不動産を収益源とする、公募の円建て

契約型投資信託。 

２．原則として、不動産収益の総額から費用の総

額を差し引いた額を毎月分配する。 

３．東京都心のレジデンシャル物件を含む居住系

賃貸物件等の不動産収益を主な元利金の源泉

とした利益参加型社債に投資。 

FCチャイナトラスト－チャ

イナエキスプレス中国不動

産証券ファンド１号・２

号・３号 

中国国内所在の

不動産等 

平成16年12月 

平成17年２月 

平成17年12月 

１．中国の不動産を最終的な収益源とする、公募

の円建て契約型外国投資信託。 

２．中国不動産関連資産を裏付けとする利益参加

型社債に投資。 

３．最終的な投資対象である中国の不動産から得

られるキャピタルゲインの獲得及び中国の経

済成長に伴う人民元建て資産の成長を目指

す。 

FCレジデンシャル投資法人 日本国内の居住

系賃貸物件等 

平成17年10月 

（東京証券 

取引所上場） 

１．需要の二極化を予測し、一等地に所在する居

住系不動産に集中投資することを目標とす

る。 

２．当社グループの総合的な運用技術を活用し、

戦略的な運用を目指す。 

ファンド名 主な投資対象 設定 特徴 

フェイム－アイザワ 

アジア中小型株ファンド 

外国上場株式 平成16年２月 １．合理的なレベルのリスクで、株式及び株式関

連証券、債券、現金並びに現金等価物に投資

し、収益及び長期的なキャピタルゲインを得

ることを目的とする。 

２．主として、以下の地域において事業を設立ま

たは遂行する中小型株式。 

  ※シンガポール、マレーシア、タイ、フィリ

ピン、インドネシア、中国／香港、台湾、韓

国 

申銀萬國・アイザワ 

中国A株ファンド１号・２

号 

外国上場株式 平成16年６月 

平成16年９月 

中国の上海証券取引所及び深圳証券取引所に上場

されている中国A株に投資することによって長期的

なキャピタルゲインと収益を追求する。 

 



ファンド名 主な投資対象 設定 特徴 

FCJ－トラスト 

上場期待日本株ファンド 

国内未上場株式 

国内上場株式 

平成17年４月 １．複数のリミテッド・パートナーシップへの出

資を通じて、主に未公開株式及び上場株式へ

投資する。 

２．各リミテッド・パートナーシップにおけるジ

ェネラル・パートナーは、投資アドバイザー

として案件発掘能力に優れたベンチャーキャ

ピタルを任命する。ジェネラル・パートナー

は各ベンチャーキャピタルの助言を受け、投

資を実行する。 

FCC－申銀萬國・アイザワ

上場期待中国株ファンド 

外国未上場株式 

外国上場株式 

平成17年７月 将来の株式上場が期待できる中国関連企業が発行

する未上場株式等への間接的な投資を通じて、中

長期的なキャピタルゲインを追求する。 

FCTトラスト－大福－アイ

ザワ好配当利回り中国株フ

ァンド 

外国上場株式 平成17年10月 １．香港や中国本土の証券取引所またはその他の

取引所に上場する中国関連企業が発行する株

式及び株式関連証券に投資する。 

２．定期的に配当を支払うと予想される中国関連

企業の株式等から、優秀な経営陣や良好な収

益性、株主価値の重視、優れた企業統治など

の点を勘案し、銘柄の選別を行い、好利回り

となるようなポートフォリオを構築する。 

３．魅力的な分配利回りを目指し、ポートフォリ

オ全体の平均予想配当利回りと予想されるフ

ァンドの費用等を勘案しながら、毎月分配す

ることを目指す。 

フェイム－アイザワトラス

ト ベトナムファンド 

外国上場株式 平成18年10月 １．ホーチミン・ハノイ証券取引所上場株式及び

ベトナム国内の店頭登録株式等に投資し、長

期的なキャピタルゲインを追求する。 

２．また、ベトナム国外の取引所に上場している

ベトナム関連企業が発行する株式及び株式関

連証券にも投資する。  

フィリップ－アイザワトラ

スト タイファンド 

外国上場株式 

外国未上場株式 

平成19年１月  １．主にタイで設立されまたは事業を行っている

企業により発行された上場株式、無議決権預

託証券(NVDR)等に投資する。 

２．優れた中・長期のパフォーマンスの達成を目

的とし、主にグロース(成長)投資の手法を採

用する。 

３．株価や経営実績、あるいは成長において極端

な銘柄には集中投資せず、潜在的に成長が見

込まれる企業の発行する証券等にバランス良

く投資を行う。 

黒田アクティブジャパン 国内上場株式 平成17年11月 １．ファンド名に運用責任者の黒田を冠する。 

２．数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努め

る。 

３．わが国の中小型株を中心に成長性の高い銘柄

へ幅広く投資することにより、「絶対収益」

を追及する。 

山田ジャパンストラテジー 国内上場株式等 平成18年３月 １．ファンド名に運用責任者の山田を冠する。 

２．市況動向に関わらず「絶対収益」を追求する

ため、実質株式比率を０％から100％と機動的

に調整することにより、毎期安定した収益の

確保を目指す。 

 



ファンド名 主な投資対象 設定 特徴 

古橋オリジナル 国内上場株式 平成18年５月 １．ファンド名に運用責任者の古橋を冠する。 

２．国内の株式等を主要投資対象とする。投資銘

柄の選別、投資タイミングの両面を考慮して

運用。中長期のみならず、１年ごとにプラス

の絶対リターンの獲得を目指して積極的な運

用を行う。 



（２）インベストメントバンク事業 

 インベストメントバンク事業においては、自己資金による不動産投資を行う不動産投資等部門と、自己資金によ

る株式などの証券への投資や証券仲介業を行う証券投資等部門があります。 

 ①不動産投資等部門 

不動産投資等部門においては、投資対象不動産等を保有するSPCに対して匿名組合出資を行うことにより、当社

にかかるリスクを出資額に限定しながらリースアップ等による不動産のバリューアップを行っております。 

また、不動産開発においても、投資対象不動産等を保有するSPCに対して匿名組合出資を行うことにより、当社

にかかるリスクを出資額に限定しております。 

なお、バリューアップ及び開発が完了した不動産等については譲渡することにより、売却益を得ております。 

匿名組合出資の主なスキームは以下の通りです。 

②証券投資等部門 

証券投資等部門においては、「中堅上場企業、優良未上場企業をターゲットとした、高度な金融ソリューション

の提供」を事業コンセプトに、上場企業、未上場企業に対し、金融ソリューションを提供し、その対価として、株

式、新株予約権への投資機会及びコンサルティングフィーを得ております。 

また、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズでは、平成16年９月21日付で、証券仲介業登録を行い、藍

澤證券株式会社及び日産センチュリー証券株式会社に対し仲介業務を行っております。同社では、上場株式等の有

価証券の売買の媒介及び当社グループにおいて組成した投資信託の募集の取扱い等を行っており、取次ぎ実績に応

じて仲介手数料が計上されております。証券仲介業においては、金融法人、事業法人、その他法人及び富裕層を顧

客としております。 

（３）その他事業 

  不動産ファンドスキームにおけるSPC設立に関する手数料が計上されております。 

  また、ファインアートインベストメント株式会社において美術品投資等を行っております。 



(用語集) 

アセットマネジメント 資産の管理・運用を行うことをいいます。 

SPC 特別目的会社のことで、英語のSpecial Purpose Companyの略のことをいいます。不動産

証券化スキームでは、不動産もしくは信託受益権の取得および保有、不動産からの収益を

投資家に配分する目的で設立される会社を指します。 

ケイマン イギリス領ケイマン諸島のことで、企業所得の非課税または低税率が適用される租税回避

地の代表的な地域のことです。 

新株予約権 予め決められた価格で株式を買うことができる権利をいいます。 

スキーム 枠組みを伴った計画や計画を伴う枠組みをいいます。 

ストラクチャー ファンド等を構成する仕組みをいいます。 

代行協会員 外国投資信託を国内で販売する際に、海外にあるファンドの管理会社に代わって発行会社

または引受会社との契約により、当局への届出や資料発行などの事務代行を行う金融機関

です。 

デューディリジェンス 運用者が投資対象物件を調査・分析し、購入を判断するための諸手続をいいます。 

匿名組合出資 商法535条に定められた匿名組合契約に基づき投資家が出資を行い、事業の運営を営業者

に任せ、分配金を受け取ることをいいます。 

利益参加型社債 匿名組合の収益の額等に応じて元利金の額が決定される仕組みである社債をいいます。 

シードマネー 確立されたトラックレコードを持たないものの、優秀なスキルを有するファンドマネージ

ャーの運用するファンドや新しいストラクチャー・運用モデルのファンドの運用実績を積

むための投資資金のことです。 



［事業系統図］ 

  



４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金及び
出資金 
(百万円) 

主要な事業の内容 
議決権の 
所有割合 
(％) 

関係内容 

 （連結子会社）           

FC Investment Ltd. 

  

イギリス

領 

ケイマン

諸島 

115 
アセットマネジメント事業 

（ファンド運営管理） 
100.0 

(役員の兼務) 

  － 

(取引関係) 

投資アドバイザリー

サービスの提供 

ファンドクリエーショ

ン不動産投信株式会社 

東京都 

港区 
200 

アセットマネジメント事業 

（投資法人資産運用業） 
100.0 

(役員の兼務) 

 ２人 

(取引関係) 

本社事務所の賃貸 

ファンドクリエーショ

ン投信投資顧問株式会

社 

東京都 

港区 
180 

アセットマネジメント事業 

（投資信託委託業） 
100.0 

(役員の兼務) 

 ２人 

(取引関係) 

投資助言料の支払い 

本社事務所の賃貸 

上海創喜投資諮詢有限

公司 

中華人民

共和国 

上海市 

140 

(千米ドル) 

アセットマネジメント事業 

（投資コンサルティング業） 
100.0 

(役員の兼務) 

 ２人 

(取引関係) 

  － 

FCパートナーズ株式会

社 

東京都 

港区 
30 

インベストメントバンク事業 

（証券投資業） 
100.0 

(役員の兼務) 

 ３人 

(取引関係) 

 金銭の貸付 

株式会社FCインベスト

メント・アドバイザー

ズ 

東京都 

港区 
30 

インベストメントバンク事業 

（証券仲介業） 
70.0 

(役員の兼務) 

 １人 

(取引関係) 

本社事務所の賃貸 

ファインアートインベ

ストメント株式会社 

東京都 

港区 
102 

その他事業 

（美術品投資業） 
66.7 

(役員の兼務) 

 ２人 

(取引関係) 

  事務代行手数料 

有限会社ヘレネ・プロ

パティー 

東京都  

千代田区 
3 

インベストメントバンク事業 

 （不動産流動化業） 
0.0 

(役員の兼務)  

 －  

(取引関係)  

  匿名組合出資  

有限会社ペレウス・プ

ロパティー 

東京都  

千代田区 
3 

インベストメントバンク事業 

 （不動産流動化業） 
0.0 

(役員の兼務)  

 －  

(取引関係)  

  匿名組合出資  

有限会社トリトン・プ

ロパティー 

東京都  

千代田区 
3 

インベストメントバンク事業 

 （不動産流動化業） 
0.0 

(役員の兼務)  

 －  

(取引関係)  

  匿名組合出資 

有限会社ヘラクレス・

プロパティー 

東京都  

港区 
3 

インベストメントバンク事業 

 （不動産流動化業） 
0.0 

(役員の兼務)  

 －  

(取引関係)  

  匿名組合出資 

有限会社ヘルメス・プ

ロパティー 

東京都  

千代田区 
3 

インベストメントバンク事業 

 （不動産流動化業） 
0.0 

(役員の兼務)  

 －  

(取引関係)  

  匿名組合出資  

FC-STファンド投資事

業有限責任組合 

東京都  

港区 
78 

インベストメントバンク事業 

 （証券投資等） 
33.3 

(役員の兼務)  

 － 

(取引関係)  

  無限責任社員 

 



 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

    ３．有限会社ペレウス・プロパティーについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高

      に占める割合が100分の10を超えております。 

      主要な損益情報等（連結会社相互間の内部取引・債権債務相殺前）の内容は以下のとおりであります。 

     （１）売上高     16,724,456千円 

     （２）経常利益        30千円 

     （３）当期純利益        3千円  

     （４）純資産額       2,990千円 

     （５）総資産額      383,152千円 

  

名称 住所 
資本金及び
出資金 
(百万円) 

主要な事業の内容 
議決権の 
所有割合 
(％) 

関係内容 

(持分法適用関連会

社） 
        

 FCアート・トラスト－

コンテンポラリー・アー

ト・ファンド 

イギリス

領 

ケイマン

諸島 

3 
インベストメントバンク事業 

 （美術品投資） 

32.8 

 （16.4）

(役員の兼務)  

 －  

(取引関係)  

  投資アドバイザー 

  サービスの提供  



５【従業員の状況】 

（１）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（派遣社員）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載して

おります。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。 

３．当社グループの従業員数が当連結会計年度中において、25人増加しましたのは、主として業務拡大に伴う期

中採用によるものであります。 

（２）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

ります。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員数が当期中において、12人増加しましたのは、主として業務拡大に伴う期中採用によるものでありま

す。 

（３）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年11月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

アセットマネジメント事業 44 （１） 

インベストメントバンク事業 12 （－） 

その他事業 － （－） 

全社（共通） 15 （－） 

合計 71 （１） 

  平成18年11月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

42  34.8   1.6  8,348 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

当連結会計年度における国内経済は、原油価格の高騰等の不安定要素をはらみつつも、企業収益が順調に改善し

ており、それに伴い個人消費の回復や雇用情勢の改善が見られるなど全体的に緩やかな景気回復基調にありまし

た。当社グループの主要事業である不動産ファンド事業では、企業の景気回復によるオフィス需要の拡大とそれに

伴う賃料の上昇を背景に、J-REITや私募不動産ファンド間での優良不動産物件の獲得競争が激化いたしました。ま

た、株式市場において日経平均株価は、企業不祥事や会計不信等の悪材料があったものの外国投資家の投資等が増

加し、上昇と下落を繰り返しながら横ばいで推移しました。一方で、個人投資家が中心の新興市場においてはライ

ブドア・ショック等の悪材料により、東証マザーズ指数が2,032ポイントから1,152ポイントへ下落するなど厳しい

状況となりました。 

このような状況の中、当社グループにおいては、アセットマネジメント事業及びインベストメントバンク事業を

中心にビジネスを展開しました。 

 アセットマネジメント事業のうち、不動産ファンドにつきましては、当社グループの第１号ファンドであり東京

都心の居住系賃貸物件等を主な収益源とする公募の毎月分配型外国投資信託の『FCファンド－レジッド不動産証券

投資信託』（以下、「レジット」という）は、順調に残高が増加しました。また、ファンドクリエーション不動産

投信株式会社が資産運用業務を受託する「FCレジデンシャル投資法人」（東京証券取引所上場）は新たな物件の組

入れを行いました。証券ファンドにつきましては、ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が、『山田ジャ

パンストラテジー』、『古橋オリジナル』、『黒田アクティブアルファ』と新たに３本の内国投資信託の設定をい

たしました。また、FC Investment Ltd.が外国投資信託として、『フェイム－アイザワ トラスト ベトナムファ

ンド』（以下「ベトナム」という）を設定しました。 

 インベストメントバンク事業につきましては、不動産投資等部門では当社グループが匿名組合出資を行っている

SPCによる不動産等の取得及び売却活動を行いました。証券投資等部門では保有する株式の売却を行い順調に業務

を拡大しました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は20,383,202千円（前年同期比888.2%増）、営業利益は5,108,656千円

（前年同期比369.3%増）、経常利益は4,753,062千円（前年同期比336.0%増）、当期純利益は2,738,283千円（前年

同期比339.0%増）となりました。 

<アセットマネジメント事業> 

   当社グループの主力商品である『レジット』、主として中国の未上場株式を対象とした『FCJ－トラスト上場

期待中国株ファンド』（以下、「上場期待中国」という）、及び証券ファンド等の拡大により、グループにおけ

る当期末のファンド残高は909億円（一部円換算、ＵＳ＄1.00＝116.48円）となりました。 

その結果、『レジット』等の不動産ファンドにおけるアクイジションフィー及びアセットマネジメントフィー

等418,918千円、ファンドクリエーション不動産投信株式会社おけるFCレジデンシャル投資法人の運用報酬等

127,223千円、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ファンドの信託報酬等243,668千円、

FC Investment Ltd.におけるファンドの管理報酬160,218千円の計上等により、アセットマネジメント事業にお

ける売上高は1,444,111千円（前年同期比4.0%減）、営業利益は590,918千円（前年同期比38.7%減）となりまし

た。 

<インベストメントバンク事業> 

  不動産投資等部門においては、当社グループが匿名組合出資を行っているSPCが保有する不動産等の売却活動

などを行いました。 

証券投資等部門においては、アドバイザリー契約に基づく企業へのコンサルティングや保有する株式の売却、

株式会社FCインベストメント・アドバイザーズにおける証券仲介業務などを行いました。 

その結果、不動産投資における不動産等の売却18,673,964千円、証券仲介業による収益93,909千円の計上等に

より、インベストメントバンク事業における売上高は18,877,941千円（前年同期比3,366.6%増）、営業利益は

5,074,513千円（前年同期比1,103.4%増）となりました。 



<その他事業> 

  その他事業においては、ＳＰＣの設立代行業務などを行いました。また、ファインアートインベストメント株

 式会社において美術品の売却を行いました。 

  その結果、会社設立代行の手数料等4,300千円、美術品の売却57,188千円の計上等により、その他事業におけ

る売上高は75,246千円（前年同期比455.3%増）となり、営業損失5,896千円（前年同期比75.5%減）となりまし

た。 

（２）キャッシュ・フロー 

   キャッシュ・フローの状況 

   当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、連結範囲の変更を伴う子会社株式及びその

他の関係会社有価証券の取得による支出、短期借入金の返済による支出等の影響により一部相殺されたものの、税金

等調整前当期純利益の増加、たな卸資産の減少、株式公開による公募増資による収入等により、前連結会計年度末に

比べ6,803,631千円増加しました。このほか、連結範囲の変更に伴う資金の増加が934,087千円発生し、当連結会計年

度末は9,129,271千円になりました。 

  当連結会計年度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） 

 営業活動によって得られた資金は、16,288,279千円（前年同期比2,851.8%増）となりました。主な要因は、法人税

等の支払467,810千円、支払利息299,887千円等の支出された資金がある一方、販売用不動産の売却等によるたな卸資

産の資産の減少12,057,604千円及びインベストメントバンク事業を中心とした好調な業績を反映し、税金等調整前当

期純利益が4,780,657千円計上されたことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用された資金は、1,489,589千円（前年同期比278.1%増）となりました。主な要因は、連結範囲の変

更を伴う子会社株式及びその他の関係会社有価証券取得による支出1,282,483千円、その他の関係会社有価証券の取

得100,000千円が計上されたことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によって使用された資金は、7,994,398千円（前年同期は474,855千円の獲得）となりました。主な要因

は、株式公開にともなう一般公募増資による収入2,717,022千円がある一方、短期借入金の返済14,721,600千円があ

ったことによります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

    当社グループは、生産を行っていないため該当事項はありません。 

（２）仕入実績 

当連結会計年度の仕入の実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）受注実績 

    当社グループは、受注を行っていないため該当事項はありません。 

（４）販売実績 

 当連結会計年度の役務提供等の実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記売上高には、消費税等は含まれておりません。 

        ２．セグメント間の取引は相殺しております。 

３．最近２連結会計年度の主な相手先別の役務提供等の実績及び当該役務提供等の実績の総役務提供等の

実績に対する割合は次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

その他事業        （千円） 22,203 34.9 

合計（千円） 22,203 34.9 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

アセットマネジメント事業 （千円） 1,433,695 95.3 

インベストメントバンク事業（千円） 18,877,041 3,466.3 

その他事業        （千円） 72,465 534.8 

合計（千円） 20,383,202 988.2 



（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（５）ファンド資産残高の状況 

  ①外国証券投資信託（不動産ファンド）の運用資産残高 

（注）１．FCファンド－レジット不動産証券投資信託（「レジット」）は平成15年11月に運用を開始しました。 

    ２．FCトラスト－ジェイ－グランド不動産証券投資信託（「ジェイグランド」）は平成16年12月に運用を開始しま

       した。 

   ３．FCチャイナトラスト－チャイナエキスプレス中国不動産ファンド１号（「チャイナ１号」）は平成16年12月に

運用を開始しました。単位型のため、現在募集は行っておりません。 

   ４．FCチャイナトラスト－チャイナエキスプレス中国不動産ファンド２号（「チャイナ２号」）は平成17年２月に

運用を開始しました。単位型のため、現在募集は行っておりません。 

   ５．FCチャイナトラスト－チャイナエキスプレス中国不動産ファンド３号（「チャイナ３号」）は平成17年12月に

運用を開始しました。 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

金額 
（千円） 

割合（％） 
金額 
（千円） 

割合（％） 

FCレジデンシャル投資法人 343,131 16.6 127,223 0.6 

有限会社ヘラクレス・プロパ

ティー 
234,387 11.4 8,238 0.0 

日本AREIF1特定目的会社 ― ― 16,627,598 81.6 

  

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

２月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

８月 
(百万円) 

11月 
(百万円) 

２月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

８月 
(百万円) 

11月 
(百万円) 

レジット 

（注）１ 
19,792 24,215 26,046 26,883 26,344 26,202 27,543 30,035 

ジェイグランド 

（注）２ 
543 1,139 1,681 2,009 1,992 1,935 1,936 1,899 

チャイナ１号 

（注）３ 
1,862 1,871 1,854 1,687 1,489 1,329 1,255 1,165 

チャイナ２号 

（注）４ 
－ 1,717 1,738 1,624 1,498 1,337 1,246 1,208 

チャイナ３号 

（注）５ 
－ － － － 494 473 965 1,060 

合計 22,197 28,942 31,319 32,203 31,817 31,276 32,945 35,367 



  ②外国証券投資信託（証券ファンド）の運用資産残高 

（注）１．FC J－トラスト－上場期待日本株ファンド（「上場期待日本株」）は平成17年４月に運用を開始しました。 

   ２．FC Tトラスト－大福－アイザワ 好配当利回り中国株ファンド（「好利回り中国株」）は平成17年10月に運用

を開始しました。 

    ３．フェイム－アイザワ アジア中小型株ファンド（「アジア中小型株」）は平成16年２月に運用を開始しまし 

     た。 

    ４．申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド１号（「中国A株１号」）は平成16年６月に運用を開始しました。 

     単位型のため、現在募集は行っておりません。 

    ５．申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド２号（「中国A株２号」）は平成16年９月に運用を開始しました。    

   ６．FC C－申銀萬國・アイザワ 上場期待中国株ファンド（「上場期待中国株」）は平成17年７月に運用を開始し

ました。 

    ７．フェイム－アイザワ トラスト ベトナムファンド（「ベトナム」）は平成18年９月に運用を開始しました。

８．運用資産が米ドル建てで算出されているファンド（好利回り中国株、アジア中小型株、中国A株１号、中国A株

２号、上場期待中国株、ベトナム）は月末の為替レート（TTM）を使用しています。 

  

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

２月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

８月 
(百万円) 

11月 
(百万円) 

２月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

８月 
(百万円) 

11月 
(百万円) 

上場期待日本株 

（注）１ 
－ 1,685 1,858 3,553 3,517 3,528 3,328 3,229 

好利回り中国株 

（注）２ 
－ － － 2,038 2,208 1,551 1,350 2,648 

アジア中小型株 

 （注）３ 
8,738 6,939 6,083 4,489 3,655 2,396 1,783 1,680 

中国A株１号 

 （注）４ 
2,511 2,075 2,160 1,908 1,780 1,734 1,317 1,442 

中国A株２号 

 （注）５ 
2,238 1,892 1,915 1,578 1,577 1,992 2,966 3,257 

上場期待中国株 

（注）６ 
－ － 2,052 2,189 2,490 1,704 2,316 4,203 

ベトナム 

 （注）７ 
－ － － － － － － 3,302 

私募投資信託 1,642 1,968 1,962 2,386 2,231 8 352 308 

合計 15,129 14,559 16,030 18,141 17,458 12,913 13,412 20,069 

平成17年２月 平成17年５月 平成17年８月 平成17年11月 

104.74円 108.11円 111.40円 119.68円 

平成18年２月 平成18年５月 平成18年８月 平成18年11月 

116.27円 112.70円 117.31円 116.48円 



③内国投資信託（証券ファンド）の運用資産残高 

（注）１．黒田アクティブジャパン（「黒田アクティブ」）は平成17年11月に運用を開始しました。 

２．山田ジャパンストラテジー（「山田ジャパン」）は平成18年３月に運用を開始しました。 

    ３．古橋オリジナル（「古橋オリジナル」）は平成18年５月に運用を開始しました。 

４．黒田アクティブアルファ（「黒田アクティブアルファ」）は平成18年11月に運用を開始しました。 

④投資法人（不動産ファンド）の運用資産残高 

（注）１．FCレジデンシャル投資法人は平成17年10月12日に東京証券取引所へ上場しました。 

    ２．運用資産残高は、FCレジデンシャル投資法人における投資主から払込を受けた出資金額を記載しております。

  

（６）アセットマネジメント事業に関する報酬 

  ①アクイジションフィー、ディスポーザルフィー等 

  ②アセットマネジメントフィー等 

  

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

２月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

８月 
(百万円) 

11月 
(百万円) 

２月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

８月 
(百万円) 

11月 
(百万円) 

黒田アクティブ 

（注）１ 
－ － － 6,571 14,222 14,314 14,294 12,552 

山田ジャパン 

（注）２ 
－ － － － － 652 815 844 

古橋オリジナル 

（注）３ 
－ － － － － 5,134 4,880 5,107 

黒田アクティブアルファ 

 (注）４ 
－ － － － － － － 601 

私募投資信託 － － － － 514 1,380 1,433 1,470 

合計 － － － 6,571 14,736 21,480 21,422 20,574 

  

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

２月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

８月 
(百万円) 

11月 
(百万円) 

２月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

８月 
(百万円) 

11月 
(百万円) 

FCレジデンシャル投資法人

（注）1、2 
－ － － 14,928 14,928 14,928 14,928 14,928 

合計 － － － 14,928 14,928 14,928 14,928 14,928 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

1,186,512千円    323,539千円 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

318,102千円   1,110,155千円 



３【対処すべき課題】 

（１）既存ファンドの拡大 

  ①ファンド運用資産残高の拡大 

 当社グループでは、これまで国内外の不動産を対象としたファンド、国内外の上場株式及び未上場株式を対象と

したファンドを組成・管理・運用しており、これらのファンドは、証券会社を通じて個人投資家や機関投資家等を

中心に販売されております。 

当社グループの収益の安定的な拡大の為には、ファンドの管理報酬、運用報酬及び各SPCからのアセットマネジ

メントフィー等の安定収益の拡大が必要であり、さらにそれら安定収益の拡大のためには当社グループが組成・管

理・運用するファンド運用資産残高の拡大が必要です。 

各ファンドの運用成績は、運用報告書や月次報告書等においてファンドの投資家に対して開示されており、ファ

ンドの運用成績を高く保つことによって、ファンドの運用資産残高の維持・拡大を図っていく必要があります。 

 ②販売会社・引受会社の拡大 

  当社グループは、幅広い販売会社の選定が可能となる特定の企業系列に属さないメリットを享受している反面、

販売会社をグループに持たないなどの特定の企業系列に属さない弱みも認識しております。 

当社グループが組成したファンドの販売会社は、平成16年11月期までにおいては藍澤證券株式会社のみでした

が、平成18年11月期においては藍澤證券株式会社、水戸証券株式会社、ライブドア証券株式会社（現：かざか証券

株式会社）、日の出証券株式会社、アーツ証券株式会社、リテラ・クレア証券株式会社、丸八証券株式会社、そし

あす証券株式会社、極東証券株式会社、SBIイー・トレード証券株式会社、日興コーディアル証券株式会社（投信

スーパーセンター）及び株式会社西京銀行となりました。 

また、平成17年10月12日に東京証券取引所に上場したFCレジデンシャル投資法人の引受シンジケート団として日

興シティグループ証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、藍澤證券株式会社、新光証券株式会社、日

の出証券株式会社、いちよし証券株式会社、水戸証券株式会社、東海東京証券株式会社、ライブドア証券株式会社

（現：かざか証券株式会社）及びリテラ・クレア証券株式会社が引受会社となり、当社においては平成18年10月27

日にジャスダック証券取引所への上場の引受シンジケート団として、大和証券エスエムビーシー株式会社、日興シ

ティグループ証券株式会社、藍澤證券株式会社、日の出証券株式会社、丸八証券株式会社、いちよし証券株式会

社、SBIイー・トレード証券株式会社、極東証券株式会社、新光証券株式会社、そしあす証券株式会社、髙木証券

株式会社、東海東京証券株式会社、水戸証券株式会社及びライブドア証券株式会社（現：かざか証券株式会社）が

引受会社となりました。 

 今後につきましても、投資信託においては、安定したトラックレコードを積み上げること及び新ファンドを積極

的に開発することにより販売会社の拡大を図ってまいります。 

（２）事業範囲、投資対象等の拡大 

  当社グループが組成した毎月分配型の不動産ファンドは、純資産も順調に拡大するなど、当社グループの収益の

柱として確立してまいりました。 

 ファンドクリエーション不動産投信株式会社においては、FCレジデンシャル投資法人（東京証券取引所上場）

の運用資産の増加並びに投資家への積極的なIR活動を行ってまいります。また、ファンドクリエーション投信投

資顧問株式会社においては、内国投資信託の開発を積極的に取り組んでまいります。 

    今後も新しい投資対象、投資地域を持ったファンドを開発すること等により、ファンド運用資金の調達を多様化

することに取り組んでまいります。 

（３）専門知識や豊富な経験を持った人材の確保・育成、組織化 

 当社グループはこれまで、多くの専門知識や豊富な経験を持った人材を確保し、事業を推進してまいりました。

今後も当社グループの事業を推進していく上で必要な専門知識と豊富な経験を持った有能な人材の確保に努めてい

く方針です。また、会社規模が拡大してきており、個人のスキルに立脚している現状から脱却すべく部単位で行わ

れる会議やファンド勉強会などによる情報共有、スキルの伝達、プロジェクトチーム編成によるOJTなどを実施

し、個人の持つノウハウを会社のノウハウとして蓄積していく方策を重視してまいります。 

（４）不動産物件のデューディリジェンス力・ソーシング力の向上 

   不動産ファンド運用能力の向上においては、投資対象となる不動産等のデューディリジェンス力・ソーシング力

（案件発掘力）の向上が重要となります。 

デューディリジェンス力については、当社グループにおいては証券会社等の金融業界出身者が多数在籍してお

り、不動産を「キャッシュ・フローのある金融商品」と位置付け、リスクリターン分析やキャッシュ・フロー分析

を徹底して行うことにより、より精度を高めることが可能であると考えており、今後も当該分析にかかる能力の向



上に取り組んで参ります。 

また、ソーシング力については、スピーディで確実な取引実績を積み重ねることにより不動産業界内での高いレ

ピュテーション（評判）を獲得できるとの認識のもと、それらを実行した結果、平成18年11月30日までに当社グル

ープがアセットマネジメントを受託するSPC及び資産運用を受託する投資法人が取得した国内の不動産等の売主は

東証一部上場企業が７社、その他上場企業が４社、未上場企業が20社の計31社と拡大しており、今後も引き続きソ

ーシング力の強化を重視してまいります。 



４【事業等のリスク】 

以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、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、当社グループとして必ずしも事業上のリスクとは考えていない事

項につきましても、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、投資家に対する積極的な情報開

示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及

び発生した場合の対応に努める方針ですが、本株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討

した上で行われる必要があると考えております。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において

当社グループが判断したものであります。 

１．当社グループの事業特有のリスクについて 

 当社グループは、様々なアセットを投資対象とする投資信託等を組成・管理・運用するアセットマネジメント事

業、自己の勘定によって不動産や企業等に投資するインベストメントバンク事業、その他事業を展開しております。

それぞれの事業特有のリスク要因として、主に以下の事項が想定されます。 

（１）アセットマネジメント事業 

 ①市況の動向について 

  当社グループでは、平成14年12月の当社設立以来、「投資家のニーズに立脚した魅力的なファンドの開発」を事業

コンセプトに、新しい投資対象、新しい事業機会を発掘し、金融技術、社内外のプロフェッショナルな人材、ノウハ

ウを活用し、様々なファンドを投資家に提供しております。 

  当社グループのアセットマネジメント事業においては、特定の投資対象に限定せず、投資家のニーズに合った新た

な金融商品の開発に取り組んでいるため、不動産市場や株式市場など、特定の市場動向に左右されない事業展開を考

えております。しかしながら現状での当社グループのアセットマネジメント事業における売上高は、不動産ファンド

に大きく依存しており、不動産市場において当社グループに悪影響を及ぼす市場動向が見られた場合や、急激な変動

が見られた場合などは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。 

   当社グループではこれまでに、国内外の不動産、株式及び未上場株式等を投資対象とするファンドを組成し、管

理・運用を行っておりますが、今後も、投資対象を幅広く選定し、特定の市場動向から受ける影響を低く抑えていく

方針であります。 

  ②藍澤證券株式会社との取引関係について 

   当社グループが管理・運用する各ファンドの募集について、平成16年11月期までは藍澤證券株式会社に100％依存

しておりましたが、新たな販売チャネルの構築による投資家層の拡大を図るため、販売会社の拡大に努めました。そ

の結果、平成17年11月期における藍澤證券株式会社に対する募集額の依存度は80.7％、平成18年11月期は77.9％とな

っております。今後につきましては、更なる販路の拡大に努める一方で、引き続き同社との関係の緊密化も図ってい

くことから、藍澤證券株式会社の募集状況の如何によっては、当社グループが管理・運用するファンドの募集動向に

影響を及ぼす可能性があります。また、何らかの要因により同社の当社グループとの関係に関する方針が変更され、

同社との取引が減少した場合、あるいは同社との取引関係が継続できなくなった場合には、当社グループの事業活動

及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ③特定のファンドへの依存について 

   当社グループでは、平成16年11月期における連結営業収益の64.3％が『レジット』から派生的に発生する報酬等で

占められておりましたが、新たな収益源の確保による経営の安定化を図るため、取扱ファンド数を増加させるなどの

施策を実施しました。その結果、平成17年11月期における『レジット』から派生的に発生する報酬等の連結営業収益

に占める割合は48.9％、平成18年11月期は2.6％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。 



  ④一時的な収益への依存について 

   当社グループの主力商品である『レジット』から派生的に発生する報酬等のうち最も比率の高い報酬がアクイジシ

ョンフィーです。アクイジションフィーは不動産等を保有するSPCが不動産等を取得する際に発生する一時的な報酬

であり、継続的には発生しません。従って、各SPCによる不動産等の取得が進まなかった場合には、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。 

（２）インベストメントバンク事業 

  ①不動産投資等部門について 

   不動産投資等部門においては、匿名組合出資を通じリスクを出資額に限定しながら不動産等への投資を行っており

ますが、当該投資には、不動産市況の変化、地震などの不可抗力を起因として期待通りのリターンを得られない場合

や投資資金が回収できない場合があります。また、不動産等の投資を行うSPCを連結対象としているため、SPCが保有

する不動産等の売却が想定通り進まなかった場合、当社の業績に影響を与える場合があります。 

  ②証券投資等部門について 

証券投資等部門においては、「中堅上場企業、優良未上場企業をターゲットとした、高度な金融ソリューションの

提供」を事業コンセプトに、上場企業、未上場企業に対する投資を行っております。その際、成功報酬としての意味

合いを持たせるため、対価として株式及び新株予約権を得るとともに、コンサルティングサービスを提供することに

よって、成功の度合いを高めるよう努めております。しかし、必ずしも当社が想定したリターンを得られる保証はな

く、株式市場の動向等によってはコンサルティングサービスにかかるコストのほか、有償で株式等を得た場合にはそ

の取得コストが、当社の損失となる場合があります。 

 また、当社グループが行う事業で、投資家と直接の接点を持つ業務は、証券仲介業のみです。 一般的に証券仲介

業を行う事業者は、当該事業者が営む本業の顧客に対し、付加的なサービスとして有価証券の売買の仲介等を行って

います。しかし当社グループの行う証券仲介業においては、多くの機関投資家及び個人投資家とのコネクションを活

かし、それら機関投資家及び個人投資家を顧客とすることにより事業を行っております。 

 証券仲介業においては、直接顧客と接することから、法令の遵守に特に留意する必要があり、平成18年11月30日現

在、営業活動を行う従業員２名の他に、その業務遂行状況を監視する目的の従業員を１名配置しておりますが、不測

の事態により法令を遵守できなかった場合、当社グループの信用を損ね、当社グループの損失となる場合がありま

す。  



２．当社グループの業績推移等について 

 当社グループは社歴が浅く、期間業績の比較を行うための十分な数値が得られません。また、平成16年11月から本格

的にアセットマネジメント事業を展開したため、売上高（営業収益）の構成内容、構成比率、利益率が大きく変化して

おります。したがって、過年度の財政状態及び経営成績は、今後の当社グループの業績を判断するのに不十分な面があ

ります。 

 最近４期間の連結業績等の概要、当社設立来４期間の当社業績等の概要は下表のとおりとなっております。また、事

業の種類別セグメントの売上高（営業収益）及び営業利益（又は営業損失）については、「第５ 経理の状況 １ 連

結財務諸表」の「注記事項（セグメント情報）」をご参照ください。 

３．当社グループを取り巻く経営環境について 

（１）外部環境の変化について 

当社グループでは、今後も投資家の資金運用ニーズは多様化し続けていくものと認識しております。当社グループ

は、それらの投資家のニーズに応えるため、新たなファンドタイプの開発、新たな投資対象の発掘を進めていく必要

があると考えております。今後も事業開発部を中心に、新たなファンドの開発に取り組んでいく方針でありますが、

当社グループの事業は、金利動向、不動産価格の変動、法改正など、経済情勢の影響を強く受ける側面があり、また

当社グループが組成する金融商品に対する投資家のニーズが継続する保証はありません。当社グループを取り巻く外

部環境又は投資家のニーズが変化し、当社グループが十分に対応できなかった場合には、当社グループの経営成績に

影響を与える可能性があります。 

（２）競合について 

  ①アセットマネジメント事業について 

   当社グループが行うアセットマネジメント事業においては、大手銀行や証券会社を中核とした金融グループに属す

るアセットマネジメント会社、不動産等の特定の業務に特化したブティック型（専門型）のアセットマネジメント会

社などが競合として挙げられます。 

   その中で当社グループは、比較的小規模であり、それぞれ特色あるファンドに限定して取り組むとともに、必要な

人材を確保し、又は外部の専門家を活用することによって、投資家のニーズに対応する点に特色があるものと認識し

ております。 

しかしながら当業界では、金融技術の発展や法改正を含む業界環境の変化のスピードが速く、環境変化に対する速

やかな対応ができない場合、当社グループの商品開発力等が他社に比べ劣後することにより当社グループの経営成績

に影響を与える可能性があります。 

  
第１期 

(平成15年11月期) 
第２期 

(平成16年11月期) 
第３期 

(平成17年11月期) 
第４期 

(平成18年11月期) 

（連結）         

売上高（営業収益）（千円） － 610,318 2,062,738 20,383,202 

経常利益（千円） － 212,741 1,090,136 4,753,062 

当期純利益（千円） － 86,190 623,747 2,738,283 

純資産額（千円） － 624,906 1,346,513 6,878,281 

総資産額（千円） － 1,120,994 2,647,734 14,582,218 

（単体）         

営業収益（千円） 126,611 603,642 1,364,731 5,667,564 

経常利益（千円） 44,666 260,575 678,846 4,805,857 

当期純利益（千円） 24,900 131,009 382,480 2,784,263 

純資産額（千円） 45,821 671,104 1,158,830 6,631,782 

総資産額（千円） 155,772 1,149,569 2,285,864 9,942,750 



  ②インベストメントバンク事業について 

   当社グループが行うインベストメントバンク事業は、不動産への投資や株式などの有価証券への投資が主な内容で

あり、競合・新規参入は多数挙げられます。 

   当社グループでは創業以来培ってきたソーシング力を背景に、独自の案件を発掘して参りましたが、今後さらに競

合・新規参入等が増加し、案件の獲得競争が激化した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性がありま

す。 

４．法的規制について 

当社グループの主要事業であるアセットマネジメント事業は、各種の法令や業界団体による自主規制ルールによる規

制を受けており、現時点で直接規制の対象となる主な法的規制は以下の通りです。 

 ①「信託業法」 

  当社は信託受益権のアセットマネジメント契約に基づき、不動産信託受益権の販売活動の代行をしております。平

成16年12月30日施行の信託業法の改正により、信託受益権販売業者制度が創設され、当社は信託受益権の販売の代理

を行っていることから、改正後の信託業法に基づく信託受益権の販売またはその代理・媒介を行う「信託受益権販売

業者」に該当するため、平成17年４月４日に信託受益権販売業者の登録を行っております。 

 ②「証券取引法及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」 

当社は「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」により、投資顧問業者（助言）として登録しており、

当社グループのファンドクリエーション投信投資顧問株式会社においては、投資顧問業者（一任）として認可を受け

ております。 

③「投資信託及び投資法人に関する法律」 

 ファンドクリエーション不動産投信株式会社及びファンドクリエーション投信投資顧問株式会社において行うアセ

ットマネジメント事業が投資信託及び投資法人に関する法律の規制対象となります。両社ともに投資信託及び投資法

人に関する法律第６条に基づく投資信託委託業者・投資法人資産運用業者の認可を受けており、投資信託委託業者・

投資法人資産運用業者として金融庁からの監督を受けています。 

また、以下の法的規制は現在規制の対象となっていたり、現在直接規制の対象となっていなくても、今後の法改

正、当社グループの業務範囲の拡大等によっては、新たに法的規制の対象となる可能性があります。 

当社グループは現時点の規制に従って業務を遂行していますが、将来における法律、規則、政策、実務慣行、法改

正及びその他の政策の変更並びにそれらによって発生する事態が、当社グループの業務運営や経営成績等に影響を及

ぼす可能性があります。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予測すること

は困難であり、当社がコントロールしうるものではありません。 

現時点で想定されるそれら法的規制には、以下のものが挙げられます。 

「証券取引法」 

「資産の流動化に関する法律」 

「不動産特定共同事業法」 

「宅地建物取引業」 

「貸金業の規制等に関する法律」 

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」 

「金融商品販売法」 

「信託業法」 

当社グループが得ている主な許可・認可・登録は以下のとおりであります。 

これらの各種許認可等について許認可等の取消事由等に該当する何らかの問題が発生した場合には、業務停止命令や

許認可等の取消処分を受ける可能性があります。 



５．今後の事業展開について 

 平成17年４月からのペイオフ全面解禁、超低金利の長期化などを背景に、資産運用ニーズは多岐にわたるようになり

ました。平成17年11月に施行された投資信託及び投資法人に関する法律の改正により不動産を対象とする投資信託の組

成が可能となり、また、平成18年６月７日には国会で、金融商品取引法（投資サービス法）が成立し、多様な形態のフ

ァンドに対し、透明性の高い運用体制の構築が求められる環境が広がっております。 

 このような業界環境の中、当社グループは今後、更に事業規模を拡大していくための重要課題として、①既存ファン

ドの拡大、②事業範囲、投資対象等の拡大、③専門知識や豊富な経験を持った人材の確保・育成・組織化、④不動産フ

ァンド運用の強化の４つの事項を挙げ、取り組んでおります。 

  これらの具体的な方針については、「３[対処すべき課題]」に記載のとおりでありますが、これらの施策が有効に機

能しない場合には、当社グループの財政状態、経営成績に影響を与える可能性があります。 

６．当社グループの事業体制について 

（１）小規模組織であることについて 

当社グループは、平成18年11月30日現在、従業員71名（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グ

ループ外から当社グループへの出向者を含む、派遣社員含む）と少人数であり、内部管理体制も当該組織規模に応じた

ものとなっております。今後も事業規模の拡大に合わせて、更なる組織的な内部管理体制の充実を図る方針であります

が、想定どおりに必要となる人員の確保ができず、社内管理体制の充実が円滑に進まなかった場合には、当社グループ

の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

関係法令 会社名 許認可(登録)番号 
許可・認可・
登録の別 

有効期限 

宅地建物取引業法 

株式会社ファンドクリエーション 東京都知事 

(１)第83523号 
免許 

平成16.９.４～ 

平成21.９.３ 

ファンドクリエーション 

不動産投信株式会社 

東京都知事 

(１)第83078号 
免許 

平成16.５.１～ 

平成21.４.30 

宅地建物取引業法

（取引一任代理等） 

ファンドクリエーション 

不動産投信株式会社 

国土交通大臣 

第29号 
認可 

平成17.１.13取得 

(有効期限なし) 

  

  

有価証券に係る投資

顧問業の規制等に関

する法律（助言） 

株式会社ファンドクリエーション 関東財務局長 

第1167号 
登録 

平成15.９.４取得 

(有効期限なし) 

ファンドクリエーション 

 投信投資顧問株式会社 

関東財務局長 

第822号 
 登録 

平成10.９.30取得 

(有効期限なし) 

FCパートナーズ株式会社  関東財務局長 

第1608号 
 登録  

平成18.10.13取得 

(有効期限なし) 

有価証券に係る投資

顧問業の規制等に関

する法律（一任） 

ファンドクリエーション 

投信投資顧問株式会社 

金融再生委員会 

第29号 認可 
平成12.６.20取得 

 (有効期限なし) 

投資信託及び投資法

人に関する法律（投

資信託委託業） 

ファンドクリエーション 

投信投資顧問株式会社 

内閣総理大臣 

第52号 認可 
平成17.10.３取得 

 (有効期限なし) 

投資信託及び投資法

人に関する法律（投

資法人資産運用業） 

ファンドクリエーション 

不動産投信株式会社 

内閣総理大臣 

第39号 認可 
平成17.３.４取得 

 (有効期限なし) 

信託業法（信託受益

権販売業） 

株式会社ファンドクリエーション 関東財務局長 

（売信）第12号 
登録 

平成17.４.４～ 

平成20.４.３ 

貸金業の規制等に関

する法律 

株式会社ファンドクリエーション 東京都知事 

（１）第29293号 
登録 

平成17.４.27～ 

平成20.４.27 

証券取引法（証券仲

介業） 

株式会社FCインベストメント・ 

アドバイザーズ 

関東財務局長 

（仲）第38号 
登録 

平成16.９.21取得 

(有効期限なし) 



（２）代表取締役社長田島克洋への依存について 

当社は、代表取締役社長の田島克洋が平成14年12月に設立し、現在に至るまで当社の経営に携わり、業容を拡大させ

て参りました。また、顧客獲得のためのマーケティングや商品開発においても深く関与しており、一方社長として会社

全般を統轄しております。 

当社では、同人への過度な依存を改善すべく事業体制の整備を行って参りましたが、何らかの理由により同人が退

職、もしくは業務遂行が困難になる事態が生じた場合には、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

（３）特定の運用者への依存について 

ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社が委託者として設定・運用している「黒田アクティブジャパン」、

「黒田アクティブアルファ」、「山田ジャパンストラテジー」、「山田アクティブファンド」、「古橋オリジナル」

は、各ファンドのファンドマネージャーの名前を冠しており、それぞれのファンドマネージャーを中心として運用して

おります。 

各ファンドマネージャーの運用手法を会社に帰属させるべく事業体制の整備を行って参りましたが、何らかの理由に

より各ファンドマネージャーが退職、もしくは業務遂行が困難になる事態が生じた場合には、当社グループの事業活動

及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

７．コンプライアンスの徹底について 

  当社グループが営む業務には様々法的規制や業界団体による自主規制ルールがあり、これらを企業として遵守するこ

とのみならず、役職員一人一人に強いモラルが求められていると考えております。当社グループの役職員に対しては、

コンプライアンス研修等を通じてコンプライアンスの徹底を図っております。 

  しかしながら、役職員による不祥事等が発生した場合には当社企業グループのイメージ、レピュテーション（評判・

風評）が失墜し、当社企業グループの事業活動及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループで何らかの問題が発生したり、管理・運用しているファンドの運用成績の悪化等により、訴訟等

を提起される可能性も否定できません。このような場合には、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。 

８．人員の確保・育成について 

 当社グループが営む業務は、いずれも専門的知識と多くの経験を必要とし、それらのスキルを持つ人材の確保・育成

が、当社の経営上の重要な課題と認識しております。当社では、今後も事業の拡大に伴い、積極的に優秀な人材を採用

し、育成していく方針であります。しかし、人材の確保・育成が当社の想定どおりに円滑に進まなかった場合には、当

社グループの今後の事業の拡大に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、人員の確保・育成が順調に行われた場合でも、採用費、人件費等のコスト負担が増加する場合も想定され、その

場合には、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。 

９．配当政策について 

  当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして認識しており、利益還元のあり方につきまし

ては、経営成績及び財政状態の推移並びに今後の事業計画等を十分に勘案しながら総合的に決定することとしておりま

す。当期につきましては、創業以来初めてとなりますが、１株当たり普通配当500円及びジャスダック証券取引所への

上場記念配当500円とし合計で期末配当金1,000円を実施いたしました。 

 今後につきましても、株主の皆様への利益還元を目指していきますが、業績の動向や資金需要等により配当を実施し

ない可能性もあります。 

  

10．新株予約権について 

  当社は、当社グループの役職員、外部協力者に対して、新株予約権の付与を行っております。平成18年11月30日現

在、新株予約権による潜在株式数は23,300株であり、発行済株式数及び新株予約権による潜在株式数の合計350,188株

の6.7％に相当します。今後も従業員のモチベーション向上等の理由から新株予約権の付与を行う可能性があり、既に

付与された又は今後付与される新株予約権の権利行使が行われた場合、当社株式価値の希薄化をもたらします。 

 また、会社法施行日以降に付与されるストックオプションについては費用計上が義務付けられるため、今後のストッ

クオプションの付与により、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。 



11．個人情報保護法について 

  当社グループは業務上、投資家や当社グループにてアセットマネジメントを行う物件の入居者の個人情報を保有して

おり、業務拡大に伴いその量が増加すると予想されます。当社グループとしては、内部の情報管理体制の拡充により個

人情報保護に傾注しておりますが、不測の事態により個人情報の漏洩等があった場合、当社グループへの損害賠償の請

求や信用、レピュテーションが低下し、事業活動及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

12．システムトラブル等について 

 当社グループは、ファンドの管理・運用においてコンピュータシステムや通信ネットワークを使用しております。こ

れらのうち基幹システムは、回線の二重化を図るなどの策を講じており、また現在までシステムトラブル等による重大

な問題は発生しておりませんが、ハードウェア、ソフトウェアの不具合や人為的ミス、天災、停電等によりコンピュー

タシステムに障害が発生したり、自然災害や事故等によって通信ネットワークが切断された場合、当社グループの事業

活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

13．特別目的会社に対する会計ルールについて 

  当社グループは、不動産等の取得等を行うにあたり、特別目的会社(SPC)を活用しております。当連結会計年度よ

り、「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」（企業会計基準委員会 平成

 18年９月８日 実務対応報告第20号）を適用し、当社グループが不動産等の取得等を行うため設立するSPCについ

て、その匿名組合出資割合及び支配力等の影響度合いを勘案しSPCを連結の対象といたしましたが、今後もSPCについて

の会計ルールの変更が生じる可能性があります。その場合、当社グループの会計処理方法にも変更が生じ、当社グルー

プの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当社グループの当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日）の財政状態及び経営成績につい

ては、以下に記載しております。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

(１)財政状態 

 当連結会計年度の総資産は前連結会計年度に比べて11,934,483千円増加し14,582,218千円となりました。 

 流動資産は、現金及び預金の増加やSPC連結に伴うたな卸資産の増加により前連結会計年度に比べて11,627,820千

円増加し13,685,079千円となりました。固定資産は投資有価証券の取得による増加や連結調整勘定の計上により、前

連結会計年度に比べて306,663千円増加し897,139千円となりました。 

 流動負債については、未払法人税等の増加、SPC連結に伴う短期借入金の増加により、前連結会計年度に比べて

3,985,416千円増加し4,977,031千円となりました。固定負債についてはSPC連結に伴う長期借入金の増加により前連

結会計年度に比べて2,456,100千円増加し2,726,904千円となりました。 

 純資産の部については、当社株式のジャスダック証券取引所への上場に伴い公募による株式の発行を行ったことに

より資本金及び資本剰余金が増加し6,878,281千円となり、自己資本比率は前連結会計年度の50.9％に対し46.4％と

なりました。  

(２)経営成績 

①売上高 

 アセットマネジメント事業においては、当社の第１号ファンドであり東京都心の居住系賃貸物件等を収益源とする

公募の毎月分配型外国投資信託「レジット」、主として中国の未上場株式を投資対象とした「上場期待中国株」及び

証券ファンド等の運用資産残高の拡大により、当社グループの当期末のファンド残高は909億円（一部円換算、

US$1.00=116.48円）となりました。これにより、「レジット」等の不動産ファンドにおけるアクイジションフィー及

びアセットマネジメント契約を締結しているSPCからのアセットマネジメントフィー等418,918千円を計上しました。

このほか、ファンドクリエーション不動産投信株式会社おけるFCレジデンシャル投資法人の運用報酬等127,223千

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ファンドの信託報酬等243,668千円、

FC Investment Ltd.におけるファンドの管理報酬160,218千円を計上しました。 

 インベストメントバンク事業においては、不動産投資等部門につきまして、当社グループが匿名組合出資をおこな

っているSPCが保有する不動産等の売却をいたしました。また、証券投資等部門につきまして、保有する株式の売却

や証券仲介業務による収益を計上しました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は18,320,463千円増加し20,383,202千円（前連結会計年度比888.2%増）を計上

することができました。 

   ②売上原価 

    インベストメントバンク事業の不動産投資等において、当社グループが匿名組合出資をおこなっているSPCが不動 

  産等の売却をしたこと等により、当連結会計年度は13,861,425千円を計上しました。 

  

③販売費及び一般管理費 

 当社グループの販売費及び一般管理費で主なものは人件費と地代家賃です。事業規模の拡大に伴う人員の拡充とオ

フィスの増床を積極的に行った結果、販売費及び一般管理費は1,413,120千円と大幅に増加しました。 

 その結果、当連結会計年度の営業利益は4,020,154千円増加し5,108,656千円（前連結会計年度比369.3%増）となり

ました。 



④営業外収益及び営業外費用 

 受取配当金や消費税等免税益により営業外収益28,602千円を計上する一方、ジャスダック証券取引所への上場関連

費用、借入金支払利息が発生したことにより営業外費用384,197千円を計上しました。 

 その結果、営業外損益は355,594千円の損失を計上することになりましたが、経常利益は3,662,926千円増加し

4,753,062千円（前連結会計年度比336.0%増）となりました。 

⑤特別利益及び特別損失 

 連結子会社でありましたジャパンジェットチャーター株式会社の株式売却益28,346千円を特別利益に計上しまし

た。また、固定資産除却損1,249千円を特別損失に計上しました。 

 その結果、税金等調整前当期純利益は3,692,427千円増加し4,780,657千円（前連結会計年度比339.3%増）となりま

した。 

⑥当期純利益 

 上記の結果、当連結会計年度の当期純利益は2,114,536千円増加し2,738,283千円（前連結会計年度比339.0%増）と

なりました。 

(３)キャッシュ・フロー 

 営業活動によって得られた現金及び現金同等物（以下「資金」という）は16,288,279千円（前連結会計年度比

2,851.8%増）となりました。主な要因は、法人税等の支払467,810千円、支払利息299,887千円等の支出された資金が

ある一方、販売用不動産の売却等によるたな卸資産の減少12,057,604千円及びインベストメントバンク事業を中心に

した好調な業績を反映し、税金等調整前当期純利益が4,780,657千円計上されたことによります。 

 投資活動に使用された資金は、1,489,589千円（前連結会計年度比278.1%増）となりました。主な要因は、連結範

囲の変更を伴う子会社株式及びその他の関係会社有価証券取得による支出1,282,483千円、その他の関係会社有価証

券の取得100,000千円が計上されたことによります。 

 財務活動によって使用された資金は、7,994,398千円（前連結会計年度は474,855千円の獲得）となりました。主な

要因は、株式公開による一般公募増資による収入2,717,022千円がある一方、短期借入金の返済14,721,600千円があ

ったことによります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当連結会計年度において実施しました設備投資の総額は13,945千円で、主にオフィス拡張により発生した内部造作

及び器具備品の取得であります。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1)提出会社 

 （注）上記の他、主要な賃借設備として以下のものがあります。 

(2)国内子会社 

 （注）上記の他、主要な賃借設備として以下のものがあります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 重要な設備の新設及び除却等の計画はありません。 

  平成18年11月30日現在

事業所名 
(所在地) 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額 
従業員
数 
(人)  建物 

（千円） 

工具器具 
及び備品 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

(東京都港区) 
全社 

内装設備

他 
41,828 19,981       －  61,809 42 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容 
従業員数 
（人） 

年間賃借料及びリ
ース料（千円） 

本社 

（東京都港区） 
全社 事務用機器 42 1,326 

  平成18年11月30日現在

会社名 
(所在地) 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額 
従業員
数 
(人)    建物 

（千円） 
工具器具及び
備品（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

ファンドクリエーシ

ョン不動産投信㈱ 

(東京都港区) 

アセットマ

ネジメント

事業 

電話機 

配線工事 

一式他 

       － 4,068     － 4,068 9 

ファンドクリエーシ

ョン投信投資顧問㈱ 

(東京都港区) 

アセットマ

ネジメント

事業 

ネット 

ワーク 

設備他 

1,126 5,152     － 6,278 14 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 
従業員数 
(人) 

年間賃借料及びリー
ス料（千円） 

㈱FCインベストメン

ト・アドバイザーズ 

子会社事務所 

（東京都港区） 

インベストメント 

  バンク事業 
発注システム 6 6,171 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

 (注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年２月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使に 

   より発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

①平成16年１月６日臨時株主総会決議（第４回ストックオプション） 

(注)１ 株式の数の調整 

新株予約権発行後、会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとします。ただし、係る調整は新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新

株予約権の目的たる株式の数のみについて行われ、調整により生ずる１株未満の株式数を切り捨てるもの

とします。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社に

なる場合など、目的たる株式の数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、合

併、会社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整できるものと

します。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,160,000 

計 1,160,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成18年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年２月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 326,888 329,548 ジャスダック証券取引所 － 

計 326,888 329,548 － － 

  
事業年度末現在 

（平成18年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個） 3 3 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 240 240 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき625 １株につき625 

新株予約権の行使期間 
平成18年１月16日から 

平成26年１月５日まで 

平成18年１月16日から 

平成26年１月５日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   625 

資本組入額  313 

発行価格   625 

資本組入額  313 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

代用払込みに関する事項 － － 



２ 払込価額の調整 

(1）株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

(2）会社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行

する場合を除く）をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げるものとします。なお算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から会社の

保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社にな

る場合など、払込価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併、会社分割ま

たは株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。 

３ 権利行使の条件は次の各号に定めるとおりであります。 

(1）取締役または監査役たる新株予約権者が解任・辞任もしくは資格喪失により、会社の取締役又は監査役

たる地位を失ったときは、権利行使することができない。 

(2）従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、又は自己の都合により退職し

たときは、権利行使することができない。 

(3）上記(1)(2)の理由による地位喪失において、会社の取締役会が新株予約権の継続保有を認める一定の事

由がある場合には、一定期間を限度として権利行使を認めることができるものとします。 

(4）新株予約権者は会社が株式を上場する日までは、権利を行使することができません。 

(5）新株予約権の譲渡、質入、その他の処分及び相続は認めないものとします。 

(6）その他の条件は、取締役会決議に基づき会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによるものとします。 

４ 平成16年１月７日開催の取締役会決議により、平成16年２月１日付で１株を４株とする株式分割を行って

おります。平成18年２月24日開催の取締役会決議により、平成18年３月21日付で１株を２株とする株式分

割を行っております。また、平成18年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年７月11日付で１株を

10株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権

の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
１ 

株式分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



②平成16年１月６日臨時株主総会決議（第５回ストックオプション） 

(注)１ 株式の数の調整 

    新株予約権発行後、会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整

するものとします。ただし、係る調整は新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約

権の目的たる株式の数のみについて行われ、調整により生ずる１株未満の株式数を切り捨てるものとしま

す。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社にな

る場合など、目的たる株式の数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併、会

社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整できるものとします。

２ 払込価額の調整 

(1）株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げるものとします。 

(2）会社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発

行する場合を除く）をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げるものとします。なお算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から

会社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会

社になる場合など、払込価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、合

併、会社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとしま

す。 

  
事業年度末現在 

（平成18年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個） 40 27 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,200 2,160 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  １株につき625  １株につき625 

新株予約権の行使期間 
 平成18年１月16日から 

 平成26年１月５日まで 

 平成18年１月16日から 

 平成26年１月５日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   625 

資本組入額  313 

発行価格   625 

資本組入額  313 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
１ 

株式分割・併合の比率 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



３ 権利行使の条件は次の各号に定めるとおりであります。 

(1）外部支援者たる新株予約権者が会社との契約に基づく支援者でなくなったときは、権利行使すること

ができない。 

(2）上記（1）以外の理由による地位喪失において、会社の取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認め

る一定の事由がある場合には、一定期間を限度として権利行使を認めることができるものとします。 

(3）新株予約権者は会社が株式を上場する日までは、権利を行使することができません。 

(4）新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めないものとします。 

(5）その他の条件については、本総会および取締役会決議に基づき会社と新株予約権者との間で締結する

新株予約権割当契約に定めるところによります。 

４ 平成16年１月７日開催の取締役会決議により、平成16年２月１日付で１株を４株とする株式分割を行って

おります。平成18年２月24日開催の取締役会決議により、平成18年３月21日付で１株を２株とする株式分

割を行っております。また、平成18年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年７月11日付で１株を

10株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権

の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。 

③平成16年10月18日 臨時株主総会決議（第７回ストックオプション） 

(注) １ 株式の数の調整 

(1）新株予約権発行後、会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとします。ただし、係る調整は新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない

新株予約権の目的たる株式の数のみについて行われ、調整により生ずる１株未満の株式数を切り捨てる

ものとします。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社

になる場合など、目的たる株式の数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、

合併、会社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整できるも

のとします。 

２ 払込価額の調整 

(1）株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

  
事業年度末現在 

（平成18年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個） 333 252 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,660 5,040 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  １株につき10,000  １株につき10,000 

新株予約権の行使期間 
平成18年10月19日から 

平成26年10月17日まで 

平成18年10月19日から 

平成26年10月17日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  10,000 

資本組入額  5,000 

発行価格  10,000 

資本組入額  5,000 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
１ 

株式分割・併合の比率 



(2）会社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行

する場合を除く）をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げるものとします。なお算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から会社の

保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社

になる場合など、払込価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併、会

社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。 

３ 権利行使の条件は次の各号に定めるとおりであります。 

(1）取締役または監査役たる新株予約権者が解任・辞任もしくは資格喪失により、会社の取締役または監査

役たる地位を失ったときは、権利行使することができない。 

(2）従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、または自己の都合により退職

したときは、権利行使することができない。 

(3）外部支援者たる新株予約権者が、会社との契約に基づく支援者でなくなったときは、権利行使すること

ができない。 

(4）上記(1)(2)(3)の理由による地位喪失において、会社の子会社や関連会社への転籍出向の場合、または

会社の取締役会が本新株予約権の継続保有を相当と認める一定の事由がある場合には、一定期間を限度

として権利行使を認めることができるものとします。 

(5）新株予約権者は会社が株式を上場する日までは、権利を行使することができません。 

(6）新株予約権の譲渡、質入、その他の処分及び相続は認めないものとします。 

(7）その他の条件については、取締役会決議に基づき会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによります。 

４ 平成18年２月24日開催の取締役会決議により、平成18年３月21日付で１株を２株とする株式分割を行っており

ます。また、平成18年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年７月11日付で１株を10株とする株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及

び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

④平成17年２月25日定時株主総会決議（第８回ストックオプション） 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

  
事業年度末現在 

（平成18年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個） 380 380 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 7,600 7,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき19,500 １株につき19,500 

新株予約権の行使期間 
平成19年２月26日から 

平成27年２月24日まで 

平成19年２月26日から 

平成27年２月24日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  19,500 

資本組入額  9,750 

発行価格  19,500 

資本組入額  9,750 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

代用払込みに関する事項 － － 



(注) １ 株式の数の調整 

(1）新株予約権発行後、会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとします。ただし、係る調整は新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない

新株予約権の目的たる株式の数のみについて行われ、調整により生ずる１株未満の株式数を切り捨てる

ものとします。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社

になる場合など、目的たる株式の数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、

合併、会社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整できるも

のとします。 

２ 払込価額の調整 

(1）株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

(2）会社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行

する場合を除く）をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げるものとします。なお算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から会社の

保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社

になる場合など、払込価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併、会

社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。 

３ 権利行使の条件は次の各号に定めるとおりであります。 

(1）取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、会社の取締役または監査

役たる地位を失ったときは、権利行使することができない。 

(2）従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、または退職したときは、権利

行使することができない。 

(3）上記(1)(2)の理由による地位喪失において、会社の取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認める一

定の事由がある場合には、一定期間を限度として権利行使を認めることができる。 

(4）新株予約権者は会社が株式を上場する日までは、権利を行使することができません。 

(5）新株予約権の譲渡、質入、その他の処分及び相続は認めないものとします。 

(6）その他の条件は、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、会社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 

４ 平成18年２月24日開催の取締役会決議により、平成18年３月21日付で１株を２株とする株式分割を行っており

ます。また、平成18年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年７月11日付で１株を10株とする株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及

び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
１ 

株式分割・併合の比率 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



⑤平成17年９月28日臨時株主総会決議（第９回（あ）ストックオプション） 

(注) １ 株式の数の調整 

(1）新株予約権発行後、会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとします。ただし、係る調整は新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない

新株予約権の目的たる株式の数のみについて行われ、調整により生ずる１株未満の株式数を切り捨てる

ものとします。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社

になる場合など、目的たる株式の数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、

合併、会社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整できるも

のとします。 

２ 払込価額の調整 

(1）株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

(2）会社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行

する場合を除く）をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げるものとします。なお算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から会社の

保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己の株式を処分する場合には「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

なお、会社が資本減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社

になる場合など、払込価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併、会

社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。 

  
事業年度末現在 

（平成18年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個） 99 99 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,980 1,980 

新株予約権の行使時の払込金額（円）   １株につき19,500   １株につき19,500 

新株予約権の行使期間 
平成19年９月29日から 

平成27年９月27日まで 

平成19年９月29日から 

平成27年９月27日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  19,500 

資本組入額  9,750 

発行価格  19,500 

資本組入額  9,750 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×

１ 

株式分割・併合の比率 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



３ 権利行使の条件は次の各号に定めるとおりであります。 

(1）取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、会社の取締役または監査

役たる地位を失ったときは権利行使することができない。 

(2）従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、または退職したときは権利行

使することができない。 

(3）外部支援者たる新株予約権者が、会社との契約に基づく支援者でなくなったときは権利行使することが

できない。 

(4）上記(1)(2)(3)の理由による地位喪失において、会社の子会社や関連会社への転籍出向の場合、または

会社の取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認める一定の事由がある場合には、一定期間を限度と

して権利行使を認めることができるものとします。 

(5）新株予約権者は、会社が株式を上場する日までは、権利を行使することができません。 

(6）新株予約権の譲渡、質入、その他の処分及び相続は認めないものとします。 

(7）その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、会社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 

４ 平成18年２月24日開催の取締役会決議により、平成18年３月21日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。また、平成18年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年７月11日付で１株を10株とする株式

分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお

ります。 

⑥平成17年９月28日臨時株主総会決議（第９回（い）ストックオプション） 

(注) １ 株式の数の調整 

新株予約権発行後、会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整

するものとします。ただし、係る調整は新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約

権の目的たる株式の数のみについて行われ、調整により生ずる１株未満の株式数を切り捨てるものとしま

す。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率 

なお、会社が資本の減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会社に

なる場合など、目的たる株式の数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合

併、会社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整できるものとし

ます。 

２ 払込価額の調整 

(1）株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

  
事業年度末現在 

（平成18年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個） 181 181 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,620 3,620 

新株予約権の行使時の払込金額（円）   １株につき52,000   １株につき52,000 

新株予約権の行使期間 
平成19年９月29日から 

平成27年９月27日まで 

平成19年９月29日から 

平成27年９月27日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  52,000 

資本組入額 26,000 

発行価格  52,000 

資本組入額 26,000 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

本予約権を譲渡する場合

は取締役会の承認を必要

とする 

代用払込みに関する事項 － － 



(2）会社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行

する場合を除く）をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げるものとします。なお算式において「既発行株式数」とは会社の発行済株式総数から会社の

保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には「新規株発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

なお、会社が資本の減少、合併、会社分割を行う場合、または会社が他社と株式交換を行い、完全親会

社になる場合など、払込価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合

併、会社分割または株式交換等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。

３ 権利行使の条件は次の各号に定めるとおりであります。 

(1）取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、会社の取締役または監査

役たる地位を失ったときは権利行使することができない。 

(2）従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、または退職したときは権利行

使することができない。 

(3）外部支援者たる新株予約権者が、会社との契約に基づく支援者でなくなったときは権利行使することが

できない。 

(4）上記(1)(2)(3)の理由による地位喪失において、会社の子会社や関連会社への転籍出向の場合、または

会社の取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認める一定の事由がある場合には、一定期間を限度と

して権利行使を認めることができるものとします。 

(5）新株予約権者は、会社が株式を上場する日までは、権利を行使することができません。 

(6）新株予約権の譲渡、質入、その他の処分及び相続は認めないものとします。 

(7）その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、会社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 

４ 平成18年２月24日開催の取締役会決議により、平成18年３月21日付で１株を２株とする株式分割を行っており

ます。また、平成18年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年７月11日付で１株を10株とする株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及

び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
１ 

株式分割・併合の比率 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額＝ 調整前払込価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） １．会社設立によるものです。 

２．普通株式１株を２株に分割 

     ３．有償第三者割当 

       発行価額  50,000円 

       資本組入額 50,000円 

割当先   藍澤證券株式会社100株、株式会社サタスインテグレイト40株、大塚忠彦20株 

４．第１回無担保社債（新株予約権付）の新株予約権の行使 田島克洋120株 

５．普通株式１株を４株に分割 

６．有償第三者割当 

  発行価額  200,000円 

  資本組入額 100,000円 

 割当先   藍澤證券株式会社250株、株式会社ジャパン・ビジネス・サービス250株、ジャイク・インキ

ュベーション２号投資有限責任組合105株、石垣堯久50株、日本アジア投資株式会社45株、

年月日 
発行済株式総
数増減数（株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成14年12月６日 

(注)１ 
200 200 10,000 10,000 － － 

 平成15年８月１日 

(注)２ 
200 400 － 10,000 － － 

 平成15年９月１日 

(注)３ 
160 560 8,000 18,000 － － 

 平成15年９月22日 

(注)４ 
120 680 1,515 19,515 1,515 1,515 

 平成16年２月１日 

(注)５ 
2,040 2,720 － 19,515 － 1,515 

 平成16年３月30日 

(注)６ 
750 3,470 75,000 94,515 75,000 76,515 

 平成16年３月30日 

(注)７ 
960 4,430 3,030 97,545 3,030 79,545 

 平成16年４月27日 

(注)８ 
850 5,280 85,000 182,545 85,000 164,545 

 平成16年11月17日 

(注)９ 
800 6,080 5,000 187,545 5,000 169,545 

 平成16年11月17日 

(注)10 
400 6,480 40,000 227,545 40,000 209,545 

 平成16年11月26日 

(注)11 
4,960 11,440 15,655 243,200 15,655 225,200 

 平成16年11月26日 

(注)12 
720 12,160 4,545 247,745 4,545 229,745 

 平成17年６月１日 

(注)13 
356.4 12,516.4 － 247,745 80,544 310,289 

 平成17年９月30日 

(注)14 
1,680 14,196.4 10,605 258,350 10,605 320,894 

 平成17年10月17日 

(注)15 
400 14,596.4 2,500 260,850 2,500 323,394 

 平成18年３月21日 

(注)16 
14,596.4 29,192.8 － 260,850 － 323,394 

 平成18年７月11日 

(注)17 
262,735.2 291,928 － 260,850 － 323,394 

 平成18年10月26日 

(注)18 
18,000 309,928 1,346,400 1,607,250 1,346,400 1,669,794 

 平成18年10月27日～ 

 平成18年11月30日 

(注)19 

16,960 326,888 20,306 1,627,556 20,293 1,690,087 



漆島政次30株、小川裕10株、村田有司10株 

７．第１回無担保社債（新株予約権付）の新株予約権行使 田島克洋960株 

８．有償第三者割当 

発行価額  200,000円 

  資本組入額 100,000円 

割当先   中央三井キャピタル一号投資事業有限事業責任組合150株、みずほキャピタル第１号投資事

業組合有限責任組合150株、信金キャピタル一号投資事業有限責任組合150株、SMBCキャピタ

ル６号投資事業組合有限責任組合150株、株式会社メディビック125株、太田細川会計事務所

125株 

９．第２回無担保社債（新株予約権付）の新株予約権の行使 藍澤證券株式会社800株 

10. 第６回無担保社債（新株予約権付）の新株予約権の行使 藍澤證券株式会社250株、株式会社ジャパン・

ビジネス・サービス150株 

11．第１回無担保社債（新株予約権付）の新株予約権の行使 田島克洋4,960株 

12．第３回無担保社債（新株予約権付）の新株予約権の行使 有限会社T's Holdings 720株 

     13．株式会社インスパイア合併による株式交換 鎌田正彦356.4株 

     14．第３回無担保社債（新株予約権付）の新株予約権の行使 有限会社T's Holdings 1,680株 

     15．第２回無担保社債（新株予約権付）の新株予約権の行使 藍澤證券株式会社400株 

     16．普通株式１株を２株に分割 

     17．普通株式１株を10株に分割 

18．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

  発行価格   149,600円 

  資本組入額   74,800円 

  払込金総額 2,692,800千円 

19．新株予約権（ストックオプション）の行使 

20．平成18年12月１日から平成19年１月31日までの間に、新株予約権（ストックオプション）の行使により、

  発行済株式総数が2,660株、資本金が8,425千円、資本準備金が8,424千円増加しております。 



(4）【所有者別状況】 

 （注）「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000単元含まれております。 

  

  平成18年11月30日現在

区分 

株式の状況 

単元未満の

株式の状況 

（株） 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の

法人 

外国法人等 

個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 5 14 95 5 6 7,475 7,600 － 

所有株式数

（単元） 
－ 5,968 39,980 66,639 339 11 213,951 326,888 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 1.83 12.23 20.38 0.1 0.01 65.45 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

  平成18年11月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

田 島 克 洋 東京都港区 140,900 43.10 

有限会社T's Holdings 東京都港区六本木二丁目２番１号 48,000 14.68 

藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 35,000 10.70 

宮 本 裕 司 東京都世田谷区 13,100 4.00 

株式会社ジャパン・ビジネス・ 

サービス 
東京都中央区日本橋二丁目16番13号 9,000 2.75 

鎌 田 正 彦 東京都大田区 7,128 2.18 

日本証券金融株式会社（業務口） 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 3,696 1.13 

山 口 雅 幸 東京都港区 3,202 0.97 

株式会社サタスインテグレイト 東京都港区西新橋一丁目１番３号  3,200 0.97 

太 田 孝 昭 東京都武蔵野市 2,500 0.76 

株式会社メディビック・アライア

ンス 
東京都千代田区霞が関一丁目４番２号 2,500 0.76 

計 － 268,226 82.05 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

(注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。 

   また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1,000個が含まれております。 

  

   ②【自己株式等】 

平成18年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  326,888 326,888 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 326,888 － － 

総株主の議決権 － 326,888 － 

  平成18年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づく特別決議による新株予約権を発行する方法によるものであります。 

当該制度は以下のとおりです。 

①平成16年１月６日の臨時株主総会において特別決議された新株予約権（第４回ストックオプション）の状況 

（注）１．平成16年２月１日付で１株を４株、平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日付で１株を10株と

する株式分割を行っておりますが、記載内容は調整前の内容を記載しております。 

２．退職等により、15株の権利が喪失しております。なお、権利喪失株数は株式分割調整前の内容です。 

②平成16年１月６日の臨時株主総会において特別決議された新株予約権（第５回ストックオプション）の状況 

（注） 平成16年２月１日付で１株を４株、平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日付で１株を10株と  

する株式分割を行っておりますが、記載内容は調整前の内容を記載しております。 

  

決議年月日 
平成16年１月６日開催の株主総会 

及び平成16年１月７日開催の取締役会 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員       ６名 

新株予約権の目的となる株式の種類 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株

予約権等の状況」に記載しております 

株式の数（株） 80 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株予

約権等の状況」に記載しております 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件   同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

決議年月日 
平成16年１月６日開催の株主総会 

及び平成16年１月７日開催の取締役会 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役       ２名 

当社監査役       １名 

当社従業員       ７名 

外部協力者       ２名 

新株予約権の目的となる株式の種類 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況(２)新株予

約権等の状況」に記載しております 

株式の数（株） 150 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株

予約権等の状況」に記載しております 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件   同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 



③平成16年10月18日の臨時株主総会において特別決議された新株予約権（第７回ストックオプション）の状況 

（注）１．平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、

記載内容は調整前の内容を記載しております。 

２．退職等により、107株の権利が喪失しております。なお、権利喪失株数は株式分割調整前の内容です。 

④平成17年２月25日の定時株主総会において特別決議された新株予約権（第８回ストックオプション）の状況 

（注）１．平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、

 記載内容は調整前の内容を記載しております。 

    ２．退職等により、20株の権利が喪失しております。なお、権利喪失株数は株式分割調整前の内容です。 

決議年月日 平成16年10月18日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役           １名 

当社従業員           12名 

関係会社役員及び関係会社従業員 11名 

新株予約権の目的となる株式の種類 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況(２)新株予

約権等の状況」に記載しております 

株式の数（株） 600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株

予約権等の状況」に記載しております 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件   同上 

新株予約権の譲渡に関する事項   同上 

代用払込みに関する事項 － 

決議年月日 
平成17年２月25日開催の株主総会 

及び平成17年９月30日開催の取締役会 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員           16名 

関係会社役員及び関係会社従業員 ６名 

外部協力者           ５名 

新株予約権の目的となる株式の種類 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況(２)新株予

約権等の状況」に記載しております 

株式の数（株） 400 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株

予約権等の状況」に記載しております 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件   同上 

新株予約権の譲渡に関する事項   同上 

代用払込みに関する事項 － 



⑤平成17年９月28日の臨時株主総会において特別決議された新株予約権（第９回（あ）ストックオプション）の状況

（注）１．平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、

記載内容は調整前の内容を記載しております。 

２．退職等により、２株の権利が喪失しております。なお、権利喪失株数は株式分割調整前の内容です。 

⑥平成17年９月28日の臨時株主総会において特別決議された新株予約権（第９回（い）ストックオプション）の状

況 

（注） 平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、記

載内容は調整前の内容を記載しております。 

決議年月日 
平成17年９月28日開催の株主総会 

及び平成17年９月30日開催の取締役会 

付与対象者の区分及び人数 

当社監査役           １名 

当社従業員           ２名 

関係会社役員及び関係会社従業員 ８名 

外部協力者           １名 

新株予約権の目的となる株式の種類 
「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況(２)新株予

約権等の状況」に記載しております 

株式の数（株） 101 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株

予約権等の状況」に記載しております 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件   同上 

新株予約権の譲渡に関する事項   同上 

代用払込みに関する事項 － 

決議年月日 
平成17年９月28日開催の株主総会 

及び平成18年４月21日開催の取締役会 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役           １名 

当社監査役           １名 

当社従業員            11名 

関係会社役員及び関係会社従業員 11名 

新株予約権の目的となる株式の種類 
「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況(２)新株予

約権等の状況」に記載しております 

株式の数（株） 181 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
 「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株

予約権等の状況」に記載しております 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件   同上 

新株予約権の譲渡に関する事項   同上 

代用払込みに関する事項 － 



⑦平成18年６月27日の臨時株主総会において特別決議された新株予約権（第10回ストックオプション）の状況 

（注） 平成18年７月11日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、記載内容は調整前の内容を記載してお

ります。 

決議年月日 平成18年６月27日開催の株主総会 

付与対象者の区分及び人数 未定 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 100 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 未定 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、平成14年12月設立と社歴が浅く、業容拡大過程にあり、内部留保の充実による財務体質の安定と一層の業

務拡大が株主に対する最大の利益還元であると考え、これまで配当を行わない方針を採ってまいりましたが、この

度、株式上場による資金調達を行いまして一定の財務体質の充実は図れたと考えております。よって、当期につきま

しては、１株につき普通配当500円及びジャスダック証券取引所への上場記念配当500円とし合計で期末配当金1,000

円といたしました。今後の剰余金処分のあり方につきましては、一層の業容拡大と経営基盤の安定化を図ることを優

先しながら、経営成績及び財務状態の推移や今後の利益成長を十分に勘案し決定していく方針であります。 

 当社は、「取締役会の決議により、毎年５月31日を基準日として、剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款

に定めております。 

  なお、第４期の配当についての株主総会決議は平成19年２月27日に行っております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

    （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、平成18年10月27日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該

当事項はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

   （注）  最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、平成18年10月27日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該

当事項はありません。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 

最高（円） － － － 229,000 

最低（円） － － － 120,000 

月別 平成18年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） － － － － 229,000 204,000 

最低（円） － － － － 170,000 120,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

代表取締役 

社長 
 － 田島 克洋 昭和39年９月７日 

昭和63年４月 大和証券株式会社 入社 

平成12年２月 プリヴェ チューリッヒ証券株式会社 取締役 

平成14年２月 株式会社ジョイント・コーポレーション 資産証券部長 

平成14年３月 株式会社ジョイント・アセットマネジメント 代表取締

役社長 

平成14年３月 ジョイント証券株式会社 代表取締役社長 

平成14年12月 当社設立 代表取締役社長（現任） 

平成16年２月 FCリート・アドバイザーズ株式会社（現：ファンドクリ

エーション不動産投信株式会社）取締役（現任） 

平成16年７月 上海創喜投資諮詢有限公司 董事長 

平成17年４月 ファインアートインベストメント株式会社 取締役（現

任） 

平成17年５月 ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社 

 取締役（現任） 

平成17年11月 FCパートナーズ株式会社 取締役（現任） 

140,900 

取締役  － 大塚 忠彦 昭和17年６月21日 

昭和43年４月 立石電気株式会社（現：オムロン株式会社）入社 

平成10年２月 OMRON自動化(中国)集団 総裁、OMRON(中国)有限公司 総

経理・董事長 

平成15年９月 当社 取締役（現任） 

平成16年７月 上海創喜投資諮詢有限公司 董事 

平成17年10月 株式会社グッドヒューマン 代表取締役社長 

平成17年10月 ジャパンジェットチャーター株式会社 代表取締役会長 

平成17年11月 FCパートナーズ株式会社 代表取締役社長（現任） 

平成18年11月 上海創喜投資諮詢有限公司 董事長（現任） 

2,400 

取締役  － 保成 久男 昭和18年９月30日 

昭和37年４月 大和証券株式会社 入社 

平成６年６月 同社 取締役本店営業部長 

平成９年６月 同社 常務取締役 首都圏中営業本部長 

平成11年４月 日本インベストメント・ファイナンス株式会社 (現：エ

ヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社）顧問 

平成11年６月 同社 専務取締役 

平成13年６月 同社 代表取締役副社長 

平成17年７月 当社 特別顧問 

平成18年２月 当社 取締役（現任） 

平成18年12月 FCパートナーズ株式会社 取締役(現任） 

－ 

取締役 

（注）１ 
 － 大石 敦 昭和42年12月10日 

平成２年４月 藍澤證券株式会社 入社 

平成13年６月 日本アジアホールディングズ株式会社へ出向 

平成14年11月 ユニコム証券株式会社 監査役 

平成14年11月 沖縄証券株式会社 監査役 

平成15年６月 大宝証券株式会社 監査役 

平成15年８月 琉球ホールディングズ株式会社 監査役 

平成16年６月 山源証券株式会社 取締役 

平成16年８月 奈良ホールディングズ株式会社 取締役 

平成17年７月 藍澤證券株式会社 投資銀行部長 

平成17年７月 アイザワ・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長

（現任） 

平成18年５月 当社 取締役（現任） 

－ 

 



（注）１．取締役大石敦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．監査役佐藤貴夫、小芦厚生は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は５名で、経営企画部長 宮本裕司、管理部長 橋本三喜男、不動産投資部長 大山辰哉、投資管理

部長 阪本浩司、事業開発部長 長尾賢一により構成されております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

監査役  － 藤井 剛 昭和16年12月14日 

昭和35年３月 いちよし証券株式会社 入社 

昭和63年７月 同社 株式部長 

平成３年６月 同社 取締役金融法人部長 

平成６年６月 いちよし投資顧問株式会社 代表取締役社長 

平成12年５月 プリヴェ チューリッヒ証券株式会社 

 マーケティング部長 

平成14年４月 プルデンシャルファイナンシャルアドバイザーズ証券株

式会社 顧問 

平成15年７月 当社 執行役員 

平成16年１月 当社 監査役（現任） 

平成16年２月 FCリート・アドバイザーズ株式会社（現：ファンドクリ

エーション不動産投信株式会社） 監査役（現任） 

平成16年６月 株式会社FCインベストメント・アドバイザーズ 監査役

（現任） 

平成17年４月 ファインアートインベストメント株式会社 監査役（現

任） 

平成17年６月 ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社 監査役

（現任） 

平成17年11月 FCパートナーズ株式会社 監査役（現任） 

平成18年12月 株式会社ファインキャリア 監査役（現任） 

1,600 

監査役 

（注）２ 
 － 佐藤 貴夫 昭和38年８月５日 

平成７年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

平成13年４月 佐藤貴夫法律事務所（現：佐藤総合法律事務所）開設

（現任） 

平成17年９月 当社 監査役（現任） 

－ 

監査役 

（注）２ 
 － 小芦厚生 昭和13年５月６日 

昭和38年４月 大和証券株式会社 入社 

昭和61年９月 同社 尼崎支店長 

平成元年１月 同社 熊本支店長 

平成４年１月 同社 高松支店長 

平成７年４月 同社 京都支店長 

平成９年２月 同社 営業業務部長 

平成９年12月 同社 営業企画部長兼営業業務部長 

平成10年１月 同社 営業本部長付部長 

平成10年６月 金山証券株式会社 代表取締役社長 

平成16年６月 同社 特別顧問 

平成17年３月 のぞみ証券株式会社 特別顧問（現任） 

平成18年５月 当社 監査役（現任） 

－ 

計 144,900 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(１)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社では、コーポレート・ガバナンス構築の目的を、株主をはじめとしたステークホルダーに対し、自らの企業価値

を維持・向上させることにあると認識しております。このような考え方のもと、当社は、経営の迅速化・効率化・透明

性等向上のための社内諸体制の整備に努め、より確かなコーポレート・ガバナンスの構築を推進していく考えです。 

 また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する現在までの具体的整備策としては、業務連絡会や新規プロジェクト

ミーティング及び各委員会等を設けてビジネス案件の審議機関を充実させ、以てその業務監視機能を拡大させたほか、

株主等に対するIR活動等も含めた企業情報開示体制やその開示ツールとしてインターネット上のホームページを開設す

るなど、当社設立より継続的にコーポレート・ガバナンス機能の充実を図ってまいりました。 

今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガバナンス機能を

更に強化していくことが経営の重要課題であると位置付けております。 

 (２)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

 ①取締役会 

 現在、取締役４名（うち１名は社外取締役）、監査役３名の体制となっており、毎月１回以上の取締役会を開催して

おります。重要事項の決定に関しては、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、定例の取締役会では、

月次決算に関する予算と実績の比較検討を行い、経営判断の迅速化に努めております。 

 ②執行役員制度 

 当社では、原則として各部門の部長を執行役員とした執行役員制度を採用しております。毎月１回以上、執行役員を

メンバーとした業務連絡会を開催しております。業務連絡会では、経営的な諸問題・課題について意見交換を行ってお

ります。 

 ③監査役会 

当社の監査役会は３名（うち社外監査役２名）で構成され、毎月１回の監査役会に加え、随時必要に応じて臨時監査

役会及び監査役会を開催しております。 

④監査役監査 

監査役監査の実施状況については、当社の各部門に対する監査のほか、子会社に対する監査も実施しており、それぞ

れの部門責任者、子会社の役員に対するヒアリングを実施しております。なお、監査役のうち２名は社外監査役となっ

ております。 

 ⑤内部監査 

当社では、内部監査室長１名を配置した内部監査室を設置しております。内部監査室においては、当社の各部門及び

関係会社に対する内部監査を通じて会社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。 

また、社内の企業倫理・法令遵守を推進するためコンプライアンスオフィサーを任命しており、内部監査室長がこれ

を兼務しております。 

 ⑥監査法人 

 当社は、あずさ監査法人と監査契約を締結しております。監査業務を執行する公認会計士は、小田哲生氏、寺田昭仁

氏となっております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、会計士補４名であります。 

 なお、継続監査年数については、全員７年以内のため記載を省略しております。 



 ⑦弁護士 

  当社は、日常業務において法令遵守が実行できる環境を整えるべく２名の顧問弁護士と顧問契約を締結しておりま 

 す。 

   当社は、株主総会、取締役会、監査役会、内部監査室といった機関を適切に機能させ、企業としての適法な運営を 

  行っています。 

   ⑧会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況  

   最近１年間のコンプライアンス重視の社会的風潮を受け、当社コーポレートガバナンス上、早々にコンプアライア 

  ンス規程を整備しました。具体的には、コンプライアンス規程に基づいて、第一にコンプライアンス委員会がコンプ 

   ライアンス基本方針を審議・決定し、続いて同基本方針に則っとり、各部門において各部門別コンプライアンスプロ 

  グラムを策定・実施、最終的にその実施過程及びその結果をコンプライアンス・オフィサーが確認の上、コンプライ 

  アンス委員会で報告するという体制整備を行いました。 

     また、当社事業における事業そのものに関連して発生するリスク以外のリスク、特に天災や停電・火災・ＩＴ関連 

   リスク等に対応することを目的として、リスクマネジメント基本規程及び危機管理基本規程を整備、そのようなリス 

   クが顕現或は発生した場合や発生する可能性が高いと判断される場合には、随時コンプライアンス委員会等を開催し 

   その対応を即時に検討・実施する体制を整備しました。さらに、これに付随して、緊急時における危機対応マニュア 

   ルを整備しました。 

(３)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携 

また、監査法人との連携については、監査法人から経営者に対して半期ごとに行われる監査報告に、監査役、内部監

査室長が臨席し、会計監査の過程、結果を確認しております。 

(４)リスク管理体制の整備状況 

 当社は、企業活動を行うにあたり、法令遵守した行動をすることが重要であると考えております。 

 運用については、コンプライアンス委員会において、管理・モニタリングが行なわれ、取締役会で承認されました

「コンプライアンス規程」、「リスクマネジメント基本規程」、「事故処理規程」に基づき、社内における企業倫理の

徹底に取り組んでおり、弁護士・監査法人・顧問税理士等の外部機関より適宜アドバイスを頂く体制も構築しておりま

す。 

 また、危機管理体制としましては、当社の経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合には、迅速に必要な

初期対応を行い、損害・影響等を「危機管理基本規程」、「大規模災害発生時緊急時対応計画」に基づき最小限にとど

める体制を整えております。 



(５)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

 当社の社外取締役は、大石敦であり、同氏は現在、アイザワ・インベストメンツ株式会社代表取締役社長でありま

す。当社と藍澤證券株式会社との間の人的関係については、同氏を当社の社外取締役に招聘しているほか、従業員１名

の出向受入があります。また、資本関係としては、藍澤證券株式会社は当社の議決権の10.7%を持つ主要株主でありま

す。また、社外監査役である佐藤貴夫は新株予約権を２個、小芦厚生は新株予約権を３個保有しておりますが、それ以

外に当社との間に資本的関係、取引関係はありません。 

 さらに、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズと藍澤證券株式会社との間には、証券仲介業に係る取引関係

があります。また、人的関係については、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズから３名が藍澤證券株式会社

に出向しております。その他の利害関係としては、当社グループが組成し、管理・運用するファンドの多くは、藍澤證

券株式会社が販売会社となっております。 

  

(６)役員報酬及び監査報酬 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬ならびに監査法人に対する監査報酬（公認会計士法第

２条第１項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬）は、以下のとおりであります。 

  なお、社外取締役及び社外監査役に支払った報酬は2,400千円であります。 

役員報酬の内容（平成18年11月期） 監査報酬（平成18年11月期） 

 取締役に支払った報酬 55,857千円 

公認会計士法第２条第

１項に規定する業務に

基づく報酬 

20,000千円 

 監査役に支払った報酬 9,575千円  その他の報酬 1,000千円 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

 ただし、前連結会計年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

 ただし、前事業年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日ま

で）及び当連結会計年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16

年12月１日から平成17年11月30日まで）及び当事業年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）の財務諸表

について、あずさ監査法人により監査を受けております。 

 なお、前連結会計年度及び前事業年度に係る監査報告書は、平成18年９月25日提出の有価証券届出書に添付された

ものによっております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度 

（平成17年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※３ 1,391,552 9,129,271 

２. 売掛金 297,718 114,334 

３．有価証券 － 143,729 

４．営業投資有価証券 259,455 122,680 

５．たな卸資産 ※３ 65,998 3,785,793 

６．繰延税金資産 9,103 165,583 

７．その他 33,429 223,685 

流動資産合計 2,057,258 77.7 13,685,079 93.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(１)建物 50,186 51,705   

減価償却累計額 2,911 47,274 6,787 44,918 

(２)工具器具及び備品 37,696 46,845   

減価償却累計額 7,502 30,193 16,353 30,491 

有形固定資産合計 77,468 2.9 75,409 0.5

２．無形固定資産   

(１)営業権 39,747 19,873 

(２)連結調整勘定 － 112,985 

(３)その他 2,229 1,851 

無形固定資産合計 41,976 1.6 134,710 0.9

３．投資その他の資産   

(１)投資有価証券 ※１ 188,350 367,809 

(２)長期貸付金 ※１ 5,000 ― 

(３)敷金保証金 180,780 198,448 

(４)破産更生債権等 30,141 112 

(５)繰延税金資産 63,540 89,138 

(６)その他 18,719 31,510 

貸倒引当金 △15,500 ― 

投資その他の資産合計 471,031 17.8 687,018 4.7

固定資産合計 590,475 22.3 897,139 6.1

資産合計 2,647,734 100.0 14,582,218 100.0 

    
 



    
前連結会計年度 

（平成17年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

 Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金  288,000 2,506,400 

２．１年以内返済予定の長
期借入金 

 138,396 132,211 

３．未払金  79,879 189,764 

  ４．未払法人税等  418,180 2,068,401 

  ５．未払消費税等  35,509 8,436 

  ６．繰延税金負債  9,392 － 

   ７．賞与引当金  ― 14,998 

  ８．その他  22,257 56,819 

流動負債合計  991,614 37.4 4,977,031 34.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※３ 267,211 2,632,000 

  ２．連結調整勘定  3,593 2,156 

  ３．預り敷金  ― 92,748 

固定負債合計  270,804 10.2 2,726,904 18.7

負債合計  1,262,419 47.6 7,703,936 52.8

     

（少数株主持分）    

少数株主持分  38,801 1.5 ― ―

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 260,850 9.9 ― ―

Ⅱ 資本剰余金  323,394 12.2 ― ―

Ⅲ 利益剰余金  730,477 27.6 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 30,513 1.2 ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定  1,277 0.0 ― ―

資本合計  1,346,513 50.9 ― ―

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 2,647,734 100.0 ― ― 

     
 



    
前連結会計年度 

（平成17年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  ― ― 1,627,556 11.2

２．資本剰余金  ― ― 1,690,087 11.6

３．利益剰余金  ― ― 3,468,761 23.8

株主資本合計  ― ― 6,786,405 46.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 ― ― △16,717 △0.1

２．為替換算調整勘定  ― ― 1,283 0.0

評価・換算差額等合計  ― ― △15,433 △0.1

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 107,309 0.7

純資産合計  ― ― 6,878,281 47.2

負債純資産合計  ― ― 14,582,218 100.0

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益 2,062,738 100.0 － － 

Ⅱ 営業費用         

  １．営業手数料 125,432     －     

  ２．販売費及び一般管理費 ※１  848,804 974,236 47.2 － － － 

Ⅰ 売上高          

 １．不動産等売上高 －     18,731,153     

  ２．受取手数料等 － － － 1,652,049 20,383,202 100.0 

Ⅱ 売上原価         

  １．不動産等売上原価 －     13,648,918     

  ２．支払手数料等 － － － 212,507 13,861,425 68.0 

  売上総利益 － － 6,521,777 32.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  － － 1,413,120 6.9

営業利益 1,088,502 52.8 5,108,656 25.1

Ⅳ 営業外収益   

 １．受取利息 2,145 481   

 ２．受取配当金 45 5,130   

 ３．連結調整勘定償却 718 1,437   

 ４．為替差益 2,267 －   

５．人材雇用助成金 9,794 －   

６．消費税等免税益 － 19,329   

 ７．その他 2,037 17,008 0.8 2,224 28,602 0.1

Ⅴ 営業外費用   

  １．支払利息 12,537 298,784   

  ２．創立費 1,589 1,406   

  ３．新株発行費 1,248 －   

  ４．株式交付費 － 16,377   

  ５．上場関連費用 － 23,424   

  ６．支払手数料 － 38,861   

  ７．為替差損 － 327   

  ８．持分法による投資損失 － 4,340   

  ９．その他 － 15,375 0.7 674 384,197 1.9

経常利益 1,090,136 52.9 4,753,062 23.3

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

 Ⅵ 特別利益   

  １．関係会社株式売却益  ※２ 8,093 28,346   

  ２．持分変動損益 － 363   

３．貸倒引当金戻入益   － 8,093 0.3 133 28,843 0.1

 Ⅶ 特別損失   

  １．投資有価証券評価損 ※３ 10,000 －   

２．固定資産除却損 ※４ － 10,000 0.5 1,249 1,249 0.0

税金等調整前当期純利
益 

1,088,229 52.7 4,780,657 23.4

法人税、住民税及び事
業税 

507,814 2,118,839   

法人税等調整額 △57,827 449,987 21.8 △164,668 1,954,170 9.6

少数株主利益 14,495 0.7 88,203 0.4

当期純利益 623,747 30.2 2,738,283 13.4

    



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

    
前連結会計年度 

  （自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   229,745 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１.新株予約権の行使による
増加 

  10,605 

２.新株予約権付社債の転換
による増加 

  2,500 

３.合併による増加   80,544 93,649 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   323,394 

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   111,002 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１.当期純利益   623,747 623,747 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１.連結子会社の減少による
減少高 

  4,271 4,271 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   730,477 

    



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18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17年11月30日 残高（千円） 260,850 323,394 730,477 1,314,722 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 1,366,706 1,366,693 － 2,733,400 

当期純利益 － － 2,738,283 2,738,283 

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 
（千円） 

1,366,706 1,366,693 2,738,283 5,471,683 

平成18年11月30日 残高（千円） 1,627,556 1,690,087 3,468,761 6,786,405 

  

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成17年11月30日 残高（千円） 30,513 1,277 31,791 38,801 1,385,315

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 － － － － 2,733,400

当期純利益 － － － － 2,738,283

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△47,230 5 △47,225 68,508 21,283

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△47,230 5 △47,225 68,508 5,492,966

平成18年11月30日 残高（千円） △16,717 1,283 △15,433 107,309 6,878,281



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

税金等調整前当期純利益   1,088,229 4,780,657 

減価償却費   6,885 14,926 

営業権償却   19,873 19,873 

創立費   1,589 － 

新株発行費   1,248 － 

連結調整勘定償却   △718 36,224 

貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

  15,500 △15,500 

賞与引当金の増減額 
(減少：△)  

  － 14,998 

受取利息及び受取配当金   △2,190 △5,611 

支払利息   12,537 298,784 

為替差損益   △1,594 354 

関係会社株式売却益   △8,093 △28,346 

投資有価証券評価損   10,000 － 

売上債権の増減額 
(増加：△) 

  △270,859 193,700 

有価証券の増減額 
(増加：△)    

  － △143,729 

営業投資有価証券の増減
額(増加：△) 

  △72,661 109,772 

たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

  △65,998 12,057,604 

未収入金の増減額 
(増加：△)   

  － △113,740 

前払費用の増減額 
(増加：△) 

  △6,705 △208 

未払消費税等の増減額
(減少：△) 

  14,221 △35,470 

保証金の支払いによる支
出 

  △10,000 △8,060 

預り敷金の増減額 
(減少：△) 

  － △132,098 

その他   42,278 6,234 

小計   773,541 17,050,366 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額   2,190 5,611 

利息の支払額   △13,734 △299,887 

法人税等の支払額   △212,501 △467,810 

還付法人税等の受取額   2,312 － 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  551,808 16,288,279 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

有形固定資産の取得によ
る支出 

  △57,787 △13,945 

無形固定資産の取得によ
る支出 

  △1,540 － 

投資有価証券の取得によ
る支出 

  △200,000 △80,360 

投資有価証券の売却によ
る収入 

  1,934 － 

出資金の返還による収入   10,000 － 

その他の関係会社有価証
券の取得による支出  

  － △100,000 

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の売却による支
出 

※３ △42,477 － 

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の売却による収
入  

※３  － 6,605 

連結範囲の変更を伴う子
会社株式及びその他の関
係会社有価証券の取得に
よる支出 

※２ △8,503 △1,282,483 

貸付による支出   △5,000 － 

貸付金回収による収入   － 5,000 

会員権の取得による支出   △9,742 － 

保証金の支払による支出   △80,855 △24,405 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △393,972 △1,489,589 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

短期借入金の増減額 
(減少：△) 

  58,000 － 

短期借入れによる収入    － 4,175,000 

短期借入金の返済による
支出  

  － △14,721,600 

長期借入れによる収入   400,000 － 

長期借入金の返済による
支出 

  △43,396 △146,396 

株式上場による支出   － △23,424 

株式発行による収入   19,751 2,717,022 

少数株主からの払込によ
る収入 

  40,500 5,000 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  474,855 △7,994,398 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

  4,284 △660 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額(減少：△) 

  636,976 6,803,631 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

  764,246 1,391,552 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現
金同等物の減少 

  △9,669 － 

Ⅷ 連結範囲の変更に伴う現金
及び現金同等物の増加 

  － 934,087 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末
残高 

※１ 
1,391,552 9,129,271 

  



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18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 10社 

主要な連結子会社名 

 FCリート・アドバイザーズ㈱（現：フ

ァンドクリエーション不動産投信㈱） 

 FC Investment Ltd. 

 ㈱FCインベストメント・アドバイザー

ズ 

 上海創喜投資諮詢有限公司 

 ファンドクリエーション投信投資顧問

㈱ 

 ファインアートインベストメント㈱ 

 ㈱グッドヒューマン 

 ジャパンジェットチャーター㈱ 

 FCパートナーズ㈱ 

 ㈱ファインキューブ 

  

新会社設立により、ファインアートイ

ンベストメント㈱、ジャパンジェットチ

ャーター㈱、FCパートナーズ㈱、㈱ファ

インキューブが連結子会社となっており

ます。また、株式交換によりファンドク

リエーション投信投資顧問㈱が新たに連

結子会社となっております。 

 ㈱ファインキューブは株式売却（平成

17年９月28日付）により持分比率が低下

したため連結範囲から除外しました。な

お、株式売却までの期間の損益は連結損

益計算書に含まれております。 

(１)連結子会社の数 13社 

主要な連結子会社名 

 ファンドクリエーション不動産投信㈱

（旧：FCリート・アドバイザーズ㈱） 

 FC Investment Ltd. 

 ㈱FCインベストメント・アドバイザー

ズ 

 上海創喜投資諮詢有限公司 

 ファンドクリエーション投信投資顧問

㈱ 

 ファインアートインベストメント㈱ 

 FCパートナーズ㈱ 

 ㈲ヘルメス・プロパティー 

 ㈲ヘレネ・プロパティー 

 ㈲ペレウス・プロパティー 

  ㈲ヘラクレス・プロパティー 

  ㈲トリトン・プロパティー 

  FC-STファンド投資事業有限責任組合 

  

なお、当連結会計年度より「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」(企業会

計基準委員会 平成18年９月８日 実務対

応報告第20号）を適用しております。こ

れにより、特別目的会社等６社を当連結

会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。    

  

  ㈱グッドヒューマンは、平成18年３月31

 日付でFCパートナーズ㈱と合併を行ってお

 ります。    

  

  ㈲ヘルメス・プロパティーは、平成18年

 ７月21日付で匿名組合出資を終了しており

 ます。 

  

 ジャパンジェットチャーター㈱は平成

18年６月１日付で株式を売却したため連

結範囲から除外しました。なお、株式売

却までの期間の損益は連結損益計算書に

含まれております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

  (２)主要な非連結子会社の名称等 

 プライマリー・インベストメント㈱ 

 (２)主要な非連結子会社の名称等 

 プライマリー・インベストメント㈱ 

  (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益（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でありま

す。 

 (連結の範囲から除いた理由) 

 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

  

(１)持分法適用の関連会社   － 

   

  

  

(２)持分法を適用していない非連結子会

社 

  プライマリー・インベストメント㈱に

ついては、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等から見て、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため

持分法適用範囲から除いております。 

(１)持分法適用の関連会社   １社 

 FCアート・トラスト－コンテンポラリ

ー・アート・ファンド 

  

(２)持分法を適用していない非連結子会

社 

 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、FC Investment Lt

d.は８月31日、FCリート・アドバイザー

ズ㈱（現：ファンドクリエーション不動

産投信㈱）は３月31日、上海創喜投資諮

詢有限公司は12月31日、ファインアート

インベストメント㈱は３月31日、ファン

ドクリエーション投信投資顧問㈱は３月3

1日、ジャパンジェットチャーター㈱は９

月30日が決算日であります。 

  

 連結財務諸表の作成に当たって、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。 

 なお、その他の連結子会社の事業年度

の末日は連結決算日と一致しておりま

す。 

 連結子会社のうち、FC Investment Lt

d.は８月31日、ファンドクリエーション

不動産投信㈱（旧：FCリート・アドバイ

ザーズ㈱）は３月31日、上海創喜投資諮

詢有限公司は12月31日、ファインアート

インベストメント㈱は３月31日、ファン

ドクリエーション投信投資顧問㈱は３月3

1日、㈲ヘルメス・プロパティーは８月31

日、㈲ヘレネ・プロパティーは４月30

日、㈲ヘラクレス・プロパティーは4月30

日、㈲トリトン・プロパティーは８月31

日、㈲ペレウス・プロパティーは８月31

日、FC-STファンド投資事業有限責任組合

は８月31日が決算日であります。 

  

 連結財務諸表の作成に当たって、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。 

 なお、その他の連結子会社の事業年度

の末日は連結決算日と一致しておりま

す。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

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   ──────────── 

  

  

イ 売買目的有価証券 

時価法（売却原価は移動平均法により 

    算定） 

  ロ その他有価証券（営業投資有価証券を

  含む） 

  ①時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

 評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。 

 ロ その他有価証券（営業投資有価証券を

  含む） 

  ①時価のあるもの 

   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

   算定しております。 

 ②時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

②時価のないもの 

   同左 

 ハ デリバティブ 

時価法 

 ニ たな卸資産 

     商品 

       個別法による原価法 

ハ デリバティブ 

   同左 

 ニ たな卸資産 

   ①商品 

       同左 

  

   

    

   ②販売用不動産（不動産信託受益権を 

   含む） 

    個別法による原価法  

     なお、減価償却費を不動産等売上 

   原価に計上しております。 

     また、当該資産の主な耐用年数は33

     年～49年であります。 

    

(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 

定率法を採用しております。 

ただし、建物（附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

  建物        15～30年 

工具器具及び備品  ４～15年 

イ 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、建物（附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

  建物        ６～30年 

工具器具及び備品  ４～20年 

 ロ 無形固定資産 

①ソフトウェア 

 社内における使用可能期間（５年）

に基づく定額法によっています。 

ロ 無形固定資産 

①ソフトウェア 

   同左 

   ②営業権 

   ３年間で均等償却しております。 

  ②営業権 

   同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

（３）重要な繰延資産の処理

方法 

イ 創立費 

 支出時に全額費用としております。 

イ 創立費 

  同左 

  ロ 新株発行費 

  支出時に全額費用としております。 

ハ ──────────── 

   

 ロ ──────────── 

   

ハ 株式交付費 

  支出時に全額費用としております。 

  （表示方法の変更） 

   当連結会計年度より「繰延資産の会計 

 処理に関する当面の取扱い」（企業会計 

 基準委員会 平成18年８月11日 実務対応

 報告第19号）を適用しております。 

  これにより、前連結会計年度末まで新 

 株発行に係る費用は「新株発行費」とし 

 て表示しておりましたが、当連結会計年 

 度より「株式交付費」として表示してお 

 ります。 

  

（４）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社及び国内連結子会社は、一般債

権については貸倒実績率により、また貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。また、在外連結子

会社は主として特定の債権について回収

不能見込額を計上しております。なお、

当期は貸倒実績がありません。 

 イ 貸倒引当金 

   同左 

 

 ロ ──────────── 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ロ 賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は従業員に対し

 て支給する賞与の支出に充てるため、支給

 見込額に基づき当連結会計年度負担額を計

 上しております。 

 （追加情報） 

  従来、従業員賞与は業績比例により賞与

 枠を算定し、支給予定額を未払費用に計上

 しておりましたが、当連結会計年度に業績

 評価期間が明確に定められたことにより、

 当該期間に基づく賞与支給見込額の当連結

 会計年度負担額を計上しております。 

  この結果、従来と比べて販売費及び一般

 管理費が14,998千円増加し、営業利益、経

 常利益及び税金等調整前当期純利益が同額

 減少しております。 

  

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

（５）重要な外貨建の資産又 

 は負債の本邦通貨への 

 換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上しておりま

す。 

  同左 

（６）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 

（７）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。

なお、特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては、特例処理によっ

ております。 

 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 

  ヘッジ対象・・・借入金の利息 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

   

  ハ ヘッジ方針 

 変動金利借入利息の将来の金利上昇に

よる増加を軽減することを目的に、変動

金利を受取り、固定金利を支払う金利ス

ワップ取引を行っております。 

 ハ ヘッジ方針 

 同左 

  ニ ヘッジ有効性の評価 

 特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。 

 ニ ヘッジ有効性の評価 

 同左 

（８）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

  同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

  同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

効果が発現すると見積もられる期間で

償却しております。 

  効果が発現すると見積もられる期間（２

 ～３年）で定額法により償却しておりま 

 す。 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

    ──────────── 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金及び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 



会計処理方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

 （１）      ──────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  (２)      ──────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  (３)     ──────────── 

  

  

  

  

 

  

  

 （１）固定資産の減損に係る会計基準 

   当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基  

 準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する 

 意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び 

 「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会 

 計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指 

 針第６号）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

 (２)貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

   当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示 

 に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12 

 月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資 

 産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会 

 計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指 

 針第８号）を適用しております。 

  従来の資本の部の合計に相当する金額は、6,770,971千

 円であります。 

  なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資 

 産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作 

 成しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

 (３)ストックオプション等の会計基準 

   当連結会計年度より会社法施行日以後に付与されたスト

 ックオプションについて、「ストックオプション等に関す

 る会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日） 

 及び「ストックオプション等に関する会計基準の適用指 

 針」（企業会計基準適用指針第11号 平成17年12月27日） 

 を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

 (４)      ────────────  (４)役員賞与に関する会計基準 

  当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企 

 業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しておりま 

 す。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

 (５)           ────────────  (５)投資事業組合等への出資に係る会計処理 

  当連結会計年度より、「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」(企業 

 会計基準委員会 実務対応報告第20号 平成18年９月８日)

 を適用しております。 

  これにより、特別目的会社等６社を連結の範囲に含め、

 総資産が4,208,459千円、売上高が14,017,708千円、営業 

 利益が359,588千円、経常利益が39,046千円、税金等調整 

 前当期純利益39,046千円が増加しております。 

 なお、「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」(企業会計基準委員会 

  実務対応報告第20号 平成18年９月８日)が当期下期にお

 いて公表・適用されたため、当中間連結会計期間は従来の

 方法によっております。従って、当中間連結会計期間は、

 同取扱いを適用した場合に比べ、総資産14,553,816千円減

 少しておりますが、売上高21,458千円、営業利益171,296 

 千円、経常利益192,239千円、税金等調整前中間純利益 

 192,239千円、中間純利益88,636千円がそれぞれ増加して 

 おります。 



表示方法の変更 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

       ──────────── 

   

   

  

 「売上高」及び「売上原価」は、当連結会計年度より 

 「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」（実務対応報告第20号 平成18 

 年９月８日）を適用し特別目的会社等６社を連結の範囲に 

 含めたことに伴い、不動産投資等に係わる損益を「不動産 

 等売上高」として区分掲記し、前連結会計年度に「営業収 

 益」とした事業に係わる収益を「受取手数料等」として表 

 示しております。また、当該変更に あわせ、「営業費用」

 の内訳科目として表示しておりました「営業手数料」を 

 「売上原価」の内訳科目である「支払手数料等」として表 

 示しております。 

  表示区分の変更による損益に与える影響はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

 外形標準課税 

  「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

  この結果、従来と比べ販売費及び一般管理費が7,453

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益が同額減少しております。 

  

        ──────────── 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成18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。 

 ※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。 

長期貸付金 5,000千円  投資有価証券 

 (その他の有価証券） 
95,659千円 

    

 ※2. 当社の発行済株式総数は、以下の通りであります。  ※2.    ──────────── 

普通株式 14,596.4株    

 ※3．     ────────────  ※3．担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産は次のとおりであります。 

                      （千円）  

      

    担保付債務は次のとおりであります。 

  

  

 現金及び預金    130,467 

 たな卸資産 3,452,578   

   計  3,583,045 

  長期借入金 2,200,000千円 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

                       （千円）                       （千円）  

役員報酬 80,954 

給与手当 232,971 

賞与 81,485 

貸倒引当金繰入額 15,500 

地代家賃 80,535 

役員報酬 127,065 

給与手当 394,585 

賞与 129,823 

賞与引当金繰入額 14,998 

地代家賃 124,002 

    

※2．関係会社株式売却益の内容は次のとおりでありま

す。 

※2．関係会社株式売却益の内容は次のとおりでありま

す。 

㈱ファインキューブ 8,093千円 ジャパンジェットチャーター㈱ 28,346千円 

    

 ※3．投資有価証券評価損の内容は次のとおりであります。 ※3.      ──────────── 

  

プライマリー・インベストメント㈱ 10,000千円

  

   

     

 ※4.      ────────────  ※4. 固定資産除却損の内訳 

                       

 工具器具及び備品  1,249千円 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

  普通株式の発行済株式数の増加の内訳は以下のとおりであります。 

  平成18年３月21日付で行った株式分割（１：２）による増加  14,596.4株 

  平成18年７月11日付で行った株式分割（１：10）による増加 262,735.2株 

  一般募集増資による増加                   18,000株 

  ストックオプションの行使による増加             16,960株 

  

  

    ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

    ３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

       該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 14,596.4 312,291.6 － 326,888 

合計 14,596.4 312,291.6 － 326,888 

自己株式         

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
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 326,888   利益剰余金 1,000  平成18年11月30日 平成19年２月28日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

※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 

※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17年11月30日現在) (平成18年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 1,391,552千円

現金及び現金同等物 1,391,552千円

現金及び預金勘定 9,129,271千円

現金及び現金同等物 9,129,271千円

    

※２. 株式の取得及び株式交換により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

  

  ㈱インスパイアについては、株式取得後に吸収合併し

たこと、及び㈱インスパイアの吸収合併により株式を取

得したファンドクリエーション投信投資顧問㈱（旧：プ

ライマリーアセットマネジメント㈱）を連結したことに

伴う資産及び負債の内訳は次のとおりであります。な

お、この合併及び連結子会社の増加に伴う現金及び現金

同等物の減少額は8,503千円、増加した資本剰余金は

80,544千円であります。 

 ㈱インスパイア、プライマリーアセットマネジメント㈱ 

                        

                       (千円)  

  

流動資産 54,604

固定資産 31,277

営業権 59,620

固定負債 △4,314

※２. 匿名組合出資の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳 

  ㈲トリトン・プロパティー    

                       (千円) 

  

  

  ㈲トリトン・プロパティーの取得価額 1,500,647 

  ㈲トリトン・プロパティー現金及び 

  現金同等物             △218,163 

  差引： ㈲トリトン・プロパティー 

      取得のための支出       1,282,483 

流動資産 3,653,625 

固定資産 16,014 

連結調整勘定 150,647 

流動負債 △30,439 

固定負債 △2,286,179 

少数株主持分 △3,020 

    

※３．株式の売却により連結子会社から除外した会社の資

産及び負債の主な内訳 

㈱ファインキューブ 

※３．株式の売却により連結子会社から除外した会社の資

産及び負債の主な内訳 

ジャパンジェットチャーター㈱ 

(千円) (千円) 

流動資産 85,620

固定資産 17,472

流動負債 △37,370

流動資産 331

固定資産 523

流動負債 △6,611

固定負債 △15,984

    

 



前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

４．重要な非資金取引の内容 

新株予約権付社債の転換の内訳は次のとおりでありま

す。            

                       (千円) 

転換による資本金の増加額  2,500

転換による資本剰余金の増加額  2,500

転換による新株予約権付社債減少額 △ 5,000

４．重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度より、「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」(企業会計基準委員会 実務対応報告第20号 平成

18年９月８日）を適用したことにより、新規に連結子

会社となった㈲ヘルメス・プロパティー、㈲ヘレネ・

プロパティー、㈲ペレウス・プロパティー、㈲ヘラク

レス・プロパティー、及びFC-STファンド投資事業有

限責任組合の主な資産・負債の内訳は次のとおりであ

ります。  

  

                       (千円)  

流動資産 13,385,684

固定資産 12,062

流動負債 12,962,508

固定負債 463,667

    



（リース取引関係） 

前連結会計年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

 当社グループのリース契約１件当たりの金額は少額であるため、注記は省略しております。 

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

当社グループのリース契約１件当たりの金額は少額であるため、注記は省略しております。 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年11月30日） 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

２.前連結会計年度中に売却したその他有価証券(営業投資有価証券を含む） 

                         （自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

３.時価評価されていない主な有価証券の内容 

４.その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(１)株式 27,825 101,850 74,025 

(２)債券       

  ① 国債・地方債等 － － － 

  ② 社債 － － － 

  ③ その他 － － － 

 (３)その他 － － － 

小計 27,825 101,850 74,025 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(１)株式 90,595 34,105 △56,490 

(２)債券       

  ① 国債・地方債等 － － － 

  ② 社債 － － － 

  ③ その他 － － － 

 (３)その他 200,000 174,000 △26,000 

小計 290,595 208,105 △82,490 

合計 318,420 309,955 △8,465 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

             1,934           ３                － 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券(営業投資有価証券を含む）   

 非上場株式 14,350 

 非上場社債 10,000 

  出資金 113,250 

その他 250 

合計 137,850 

  
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

債券         

非上場社債 － － 10,000 － 

合計 － － 10,000 － 



当連結会計年度（平成18年11月30日） 

     １.売買目的有価証券 

     ２.その他有価証券で時価のあるもの 

     ３.当連結会計年度中に売却したその他有価証券（営業投資有価証券を含む） 

                             （自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

  

  

４.時価評価されていない主な有価証券の内容 

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円） 

143,729 △7,414 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(１)株式 － － － 

(２)債券       

  ① 国債・地方債等 － － － 

  ② 社債 － － － 

  ③ その他 － － － 

 (３)その他 － － - 

小計 － － － 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(１)株式 80,360 74,200 △6,160 

(２)債券       

  ① 国債・地方債等 － － － 

  ② 社債 － － － 

  ③ その他 － － － 

 (３)その他 200,000 183,600 △16,400 

小計 280,360 257,800 △22,560 

合計 280,360 257,800 △22,560 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

            679,617         242,447              2,178 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券（営業投資有価証券を含む）   

 非上場株式 91,780 

 非上場社債 10,000 

その他 35,250 

合計 137,030 



５.その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

債券         

非上場社債        －        － 10,000        － 

合計        －        － 10,000        － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の評価等に関する事項 

次へ 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

(１)取引内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。 

(１)取引内容 

同左 

(２)取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

(２)取引に対する取組方針 

  同左 

(３)取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスク回避を目的で

利用しております。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

(３)取引の利用目的 

  同左 

   

  ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利

スワップ取引について特例処理の条件を満たしてい

る場合には特例処理を採用しております。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・・金利スワップ 

  ヘッジ対象・・・借入金の利息 

   

   

   

   

   

  ヘッジ方針 

  金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っております。 

   

   

  ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いてヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を

比較し、両者の変動額を基礎にして判断しており

ます。ただし、特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては、有効性の評価を省略して

おります。 

   

   

(４)取引に係るリスクの内容 

  金利スワップ取引は市場の金利の変動によるリス

クを有しております。 

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定しているため信用リスクはほとんどないと認識

しております。 

(４)取引に係るリスクの内容 

  同左 

   

(５)取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、財

務担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。 

(５)取引に係るリスク管理体制 

  同左 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

 全てヘッジ会計が適用されておりますので、該当

事項はありません。 

 同左 



（退職給付関係） 

前連結会計年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

 株式数に換算して記載しております。 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。 

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。 

 会社名   提出会社 

   第４回 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社従業員  ６名 

ストック・オプション数（注） 普通株式6,400株 

付与日 平成16年１月15日 

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成18年１月16日～平成26年１月５日 

権利行使条件  

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・辞任もしくは資格喪失により、 

 会社の取締役又は監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができな 

 い。 

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、又は 

 自己の都合により退職したときは、権利行使することができない。 

③その他の条件は、取締役会決議に基づき会社と新株予約権者との間で締結する 

 新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。 

 会社名  提出会社 

   第５回 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役  ２名 

当社監査役  １名 

当社従業員  ７名 

外部協力者  ２名 

ストック・オプション数（注） 普通株式12,000株 

付与日 平成16年１月15日 

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満 たすことを要する。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成18年１月16日～平成26年１月５日 

権利行使条件  

①外部支援者たる新株予約権者が会社との契約に基づく支援者でなくなったとき 

 は、権利行使することができない。 

②その他の条件については、本総会および取締役会決議に基づき会社と新株予約 

 権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 



 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。 

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。 

 会社名  提出会社 

   第７回 ストック・オプション  

付与対象者の区分及び数 

当社取締役              １名 

当社従業員              12名 

関係会社役員及び関係会社従業員    11名 

ストック・オプション数（注） 普通株式12,000株 

付与日 平成16年10月19日 

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成18年10月19日～平成26年10月17日 

権利行使条件  

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、 

 会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができ 

 ない。 

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また 

 は退職したときは、権利行使することができない。 

③その他の条件は、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、 

 会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ 

 ります。 

 会社名  提出会社 

   第８回 ストック・オプション  

付与対象者の区分及び数 

当社従業員            16名 

関係会社役員及び関係会社従業員  ６名 

外部協力者            ５名 

ストック・オプション数（注） 普通株式8,000株 

付与日 平成17年９月30日 

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成19年２月26日～平成27年２月24日 

権利行使条件  

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、 

 会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは、権利行使することができ 

 ない。 

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また 

 は退職したときは、権利行使することができない。 

③その他の条件は、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、 

 会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ 

 ります。 



 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。 

 （注）株式分割後の株式数に換算して記載しております。 

 会社名  提出会社 

   第９回（あ） ストック・オプション  

付与対象者の区分及び数 

当社監査役              １名 

当社従業員              ２名 

関係会社役員及び関係会社従業員    ８名 

外部協力者              １名 

ストック・オプション数（注） 普通株式2,020株 

付与日 平成17年９月30日 

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成19年９月29日～平成27年９月27日 

権利行使条件  

①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失により、 

 会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは権利行使することができな 

 い。 

②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、また 

 は退職したときは権利行使することができない。 

③外部支援者たる新株予約権者が、会社との契約に基づく支援者でなくなったと 

 きは権利行使することができない。 

④その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に 

 基づき、会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると 

 ころによります。 

 会社名  提出会社 

   第９回（い） ストック・オプション  

付与対象者の区分及び数 

当社取締役              １名 

当社監査役              １名 

当社従業員              11名 

関係会社役員及び関係会社従業員    11名 

ストック・オプション数（注） 普通株式3,620株 

付与日 平成18年５月31日 

権利確定条件 付与日以降、権利行使期間まで権利行使条件を満たすことを要する。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成19年９月29日～平成27年９月27日 

権利行使条件  

 ①取締役または監査役たる新株予約権者が解任・退任もしくは資格喪失によ 

 り 、会社の取締役または監査役たる地位を失ったときは権利行使することが 

 できない。 

 ②従業員たる新株予約権者が懲戒処分により降格もしくは解雇されたとき、ま 

 たは退職したときは権利行使することができない。   

 ③その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議 

 に基づき、会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める 

 ところによります。 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 会社名    提出会社 同左 同左 

    
 第４回 

ストック・オプション 
第５回  

ストック・オプション 
第７回  

ストック・オプション 

権利確定前 （株）       

前連結会計年度末   5,200 12,000 10,960 

付与   ― ― ― 

失効   ― ― 1,100 

権利確定   5,200 12,000 9,860 

未確定残   ― ― ― 

権利確定後 （株）       

前連結会計年度末   ― ― ― 

権利確定   5,200 12,000 9,860 

権利行使   4,960 8,800 3,200 

失効   ― ― ― 

未行使残   240 3,200 6,660 

 会社名    提出会社 同左 同左 

    
 第８回 

ストック・オプション 
第９回（あ） 

ストック・オプション 
第９回（い） 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）       

前連結会計年度末   8,000 2,020 ― 

付与   ― ― 3,620 

失効   400 40 ― 

権利確定   ― ― ― 

未確定残   7,600 1,980 3,620 

権利確定後 （株）       

前連結会計年度末   ― ― ― 

権利確定   ― ― ― 

権利行使   ― ― ― 

失効   ― ― ― 

未行使残   ― ― ― 



② 単価情報 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  類似会社比準方式 

 会社名  提出会社 同左 同左 

   
 第４回 

ストック・オプション 
第５回  

ストック・オプション 
第７回  

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 625 625 10,000 

行使時平均株価 （円） 165,774 171,490 149,312 

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ― 

 会社名  提出会社 同左 同左 

   
 第８回 

ストック・オプション 
第９回（あ） 

ストック・オプション 
第９回（い） 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 19,500 19,500 52,000 

行使時平均株価 （円） ― ― ― 

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ― 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産     

未払事業税否認 31,223千円 

一括償却資産否認 2,854  

特定外国子会社留保金額 41,897  

子会社株式評価損否認 8,138  

会員権償却否認 43  

減価償却損金算入限度額超過額 27  

投資有価証券評価損否認 10,579  

計 94,764  

繰延税金負債    

営業投資有価証券評価差額金 △31,513  

計 △31,513  

繰延税金資産の純額 63,250  

繰延税金資産     

未払事業税否認 157,201千円 

一括償却資産否認 2,062  

特定外国子会社留保金額 73,094  

賞与引当金繰入額否認 5,478  

繰越欠損金 4,834  

未実現利益の消去 1,531  

子会社株式評価損否認 4,069  

会員権償却否認 86  

減価償却損金算入限度額超過額 110  

投資有価証券評価損否認 5,843  

その他 410  

計 254,721  

繰延税金資産の純額 254,721  

 繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

 繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 9,103 

固定資産－繰延税金資産 63,540 

流動負債－繰延税金負債 △9,392 

流動資産－繰延税金資産 165,583 

固定資産－繰延税金資産 89,138 

２.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略しております。  

  

２.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 同左 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は主たる業務内容を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務提供 

アセットマネジメント事業・・・・不動産ファンド、証券ファンドに関わるアセットマネジメント、投資顧

問業 

インベストメントバンク事業 

    不動産投資等部門・・・・不動産開発型SPC、不動産等所有SPCに対する匿名組合出資など 

    証券投資等部門・・・・・企業再生化、証券仲介業など 

その他事業・・・・・・・・・・・コンサルティング業など 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は273,533千円であり、その主なも

のは、総務・経理部門等の管理部門に係る費用及び事務所家賃であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,176,010千円であり、その主なものは当社余

資運用資金であります。 

  

アセット
マネジメ
ント事業 

インベストメント 
バンク事業 

その他 
事業 

計 
消去又は
全社 

連結 
不動産投資
等部門 

証券投資
等部門 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ．営業収益及び営業利益        

営業収益        

(1）外部顧客に対する

営業収益 
1,504,614 450,532 94,040 13,551 2,062,738 － 2,062,738 

(2）セグメント間の内

部営業収益又は振

替高 

－ － － － － － － 

計 1,504,614 450,532 94,040 13,551 2,062,738 － 2,062,738 

営業費用 540,242 46,369 76,516 37,574 700,702 273,533 974,236 

営業利益(又は営業損失) 964,371 404,162 17,524 △24,023 1,362,035 △273,533 1,088,502 

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出 
   

 
   

資産 993,455 100,231 252,035 126,002 1,471,724 1,176,010 2,647,734 

減価償却費 1,277 364 142 451 2,236 24,522 26,759 

資本的支出 26,536 － 701 4,426 31,664 28,382 60,046 



当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は主たる業務内容を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務提供 

アセットマネジメント事業・・・・不動産ファンド、証券ファンドに関わるアセットマネジメント、投資顧

問業 

インベストメントバンク事業 

    不動産投資等部門・・・・不動産開発型SPC、不動産等所有SPCに対する匿名組合出資及び不動産等

                の売却等 

    証券投資等部門・・・・・企業投資、証券仲介業など 

その他事業・・・・・・・・・・・美術品投資、コンサルティング業など 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は536,780千円であり、その主なも

のは、総務・経理部門等の管理部門に係る費用及び事務所家賃であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,337,110千円であり、その主なものは当社余

資運用資金であります。 

     ５．「連結財務諸表作成のための基本となる事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より

      「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」(企業会計基準委員会 

       実務対応報告第20号  平成18年９月８日）を適用しております。これにより、特別目的会社等６社を連 

       結の範囲に含めており、セグメント別については、主にインベストメントバンク事業の不動産投資等にお

       いて、総資産が4,129,966千円及び売上高が14,027,874千円増加し、営業利益が407,739千円減少しており

       ます。 

  

アセット
マネジメ
ント事業 

インベストメント 
バンク事業 

その他 
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 
不動産投資
等部門 

証券投資
等部門 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ．売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高 
1,433,695 18,526,716 350,325 72,465 20,383,202 － 20,383,202 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

10,416 － 900 2,781 14,097 △14,097 － 

計 1,444,111 18,526,716 351,225 75,246 20,397,300 △14,097 20,383,202 

営業費用 853,193 13,647,758 155,670 81,143 14,737,765 536,780 15,274,545 

営業利益(又は営業損

失) 
590,918 4,878,958 195,555 △5,896 5,659,535 △550,878 5,108,656 

Ⅱ．資産、減価償却

費及び資本的支

出 

       

資産 877,710 4,702,478 496,666 168,251 6,245,107 8,337,110 14,582,218 

減価償却費 5,454 － 333 647 6,435 8,491 14,926 

資本的支出 4,353 － 223 － 4,576 9,369 13,945 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

 本邦の営業収益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計額及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

海外営業収益は、いずれも連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

 役員及び個人主要株主等 

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．当社は代表取締役社長田島克洋より、資金借入金に対する債務について保証を受けておりますが、平成18年６

月に解消されております。なお、保証料の支払いは行っておりません。 

３．当社は代表取締役社長田島克洋より、本社事務所賃借契約における連帯保証を受けておりますが、平成17年12

月に解消されております。なお、保証料の支払いは行っておりません。 

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

   該当事項はありません。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 
取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 
田島克

洋 

 

 － 

 

 － 

当社代表 

取締役社長 

(被所有) 

直接49.81 
－ － 

資金借

入れに

対する

債務被

保証 

417,507 － － 

本社事

務所賃

貸借契

約にお

ける連

帯保証 

3,500 － － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

１株当たり純資産額 92,249.72円 

    

１株当たり当期純利益金額 49,218.57円 

    

１株当たり純資産額 20,713.43円 

    

１株当たり当期純利益金額 9,296.11円 

    

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
 8,272.68円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

 平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日

付で１株を10株とする株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

 １株当たり純資産額         4,612.49円 

 １株当たり当期純利益金額      2,460.93円 

    

  
前連結会計年度 

（自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
 至 平成18年11月30日） 

１株当たり当期純利益金額（千円）     

 当期純利益（千円） 623,747 2,738,283 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 （うち利益処分による役員賞与金） (－)            （－） 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 623,747 2,738,283 

 期中平均株式数（株） 12,673 294,562 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

  当期純利益調整額（千円） － － 

  普通株式増加数(株） － 36,441 

  （うち新株予約権） － (36,441) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の数1,264

個） 

            － 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

株式分割 

 平成18年２月24日開催の当社の取締役会決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

        ──────────── 

  

１．平成18年３月21日付をもって普通株式１株を２株に

分割しております。 

  

(1) 分割により増加する株式数 

  普通株式     14,596.4株 

  

   

(2) 分割方法 

平成18年３月20日午後３時の株主名簿に記載され

た株式の所有株数を、１株を２株の割合をもって

分割しております。 

  

  

(3) 発行済株式総数 

 普通株式     29,192.8株 

  

  

２．１株当たり情報に及ぼす影響 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前連結会計年度における１株当たり情報及び当

期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度にお

ける１株当たり情報については、それぞれ以下のとお

りとなります。 

  

  

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

25,695.15円 46,124.86円 

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

9,593.74円 24,609.28円 

    

    

    

    

    

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

  

 平成18年６月23日開催の当社の取締役会決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

  

１．平成18年７月11日付をもって普通株式１株を10株に

分割しております。 

  

(1) 分割により増加する株式数 

  普通株式     262,735.2株 

  

   

(2) 分割方法 

平成18年７月11日午後３時の株主名簿に記載され

た株式の所有株数を、１株を10株の割合をもって

分割しております。 

  

  

(3) 発行済株式総数 

 普通株式     291,928株 

  

  

 



前連結会計年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

２．１株当たり情報に及ぼす影響 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前連結会計年度における１株当たり情報及び当

期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度にお

ける１株当たり情報については、それぞれ以下のとお

りとなります。 

  

  

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

2,569.51円 4,612.49円 

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

959.37円 2,460.93円 

    

    

    

    

    

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

  



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

    該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予

定額は以下のとおりであります。 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 288,000 2,506,400 5.1 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 138,396 132,211 2.1 － 

長期借入金（１年以内に返済予定

のものを除く。） 
267,211 2,632,000 2.1 平成22年９月30日 

その他の有利子負債 － － － － 

計 693,607 5,270,611 － － 

  
１年超２年以
内（千円） 

２年超３年以
内（千円） 

３年超４年以
内（千円） 

４年超５年以
内（千円） 

長期借入金 95,000 20,000 2,517,000 － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成17年11月30日） 
当事業年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  901,080 7,672,825 

２. 売掛金  14,440 27,407 

３. 未収入金 ※２ 81,465 2,630 

４．有価証券   － 143,729 

５．営業投資有価証券  225,350 45,250 

６．前払費用  12,593 13,762 

７．関係会社短期貸付金  30,000 110,000 

８．繰延税金資産  － 161,925 

９．その他 ※２ 12,821 12 

貸倒引当金  △16,023 － 

流動資産合計  1,261,729 55.2 8,177,544 82.3

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物  29,727 48,049   

減価償却累計額  2,416 27,310 6,220 41,828 

２．工具器具及び備品  22,273 28,850   

減価償却累計額  4,182 18,091 8,869 19,981 

有形固定資産合計  45,401 2.0 61,809 0.6

(2）無形固定資産    

１．営業権  39,747 19,873 

無形固定資産合計  39,747 1.7 19,873 0.2

 



    
前事業年度 

（平成17年11月30日） 
当事業年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券  91,350 170,350 

２．関係会社株式  551,763 631,431 

３．その他の関係会社有
価証券 

 － 647,591 

４．関係会社長期貸付金  105,000 80,000 

５．敷金保証金  138,959 140,121 

６．繰延税金資産  42,277 132,081 

７．その他  9,636 9,530 

  投資損失引当金  － △127,582 

投資その他の資産合計  938,986 41.1 1,683,523 16.9

固定資産合計  1,024,135 44.8 1,765,206 17.7

資産合計  2,285,864 100.0 9,942,750 100.0 
     

 



    
前事業年度 

（平成17年11月30日） 
当事業年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

     

（負債の部）    

 Ⅰ 流動負債    

１. 短期借入金  288,000 851,400 

２．１年以内返済予定の 
長期借入金 

 138,396 132,211 

３．未払金  56,368 113,519 

４．未払費用  6,966 9,832 

５．未払法人税等  279,336 2,052,801 

６．未払消費税等  18,077 839 

７．繰延税金負債  2,706 － 

８．賞与引当金  － 11,741 

９．預り金  2,043 3,622 

10．仮受金 ※２ 38,327 － 

流動負債合計  830,222 36.3 3,175,968 31.9

     

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  267,211 135,000 

２．預り敷金  29,600 － 

固定負債合計  296,811 13.0 135,000 1.4

負債合計  1,127,034 49.3 3,310,968 33.3

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１ 260,850 11.4 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  323,394 －   

資本剰余金合計  323,394 14.1 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．当期未処分利益  538,391 －   

利益剰余金合計  538,391 23.6 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 36,193 1.6 － －

資本合計  1,158,830 50.7 － －

負債・資本合計  2,285,864 100.0 － － 

     
 



    
前事業年度 

（平成17年11月30日） 
当事業年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 1,627,556 16.4

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,690,087   

資本剰余金合計  － － 1,690,087 17.0

３．利益剰余金    

(1）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  － 3,322,655   

利益剰余金合計  － － 3,322,655 33.4

株主資本合計  － － 6,640,299 66.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 － － △8,517 △0.1

評価・換算差額等合計  － － △8,517 △0.1

純資産合計  － － 6,631,782 66.7

負債純資産合計  － － 9,942,750 100.0

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

 当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 営業収益   

 １．受入手数料 986,181 831,951   

２．営業投資損益 ※２ 290,368 4,731,661   

３．投資顧問料 88,181 1,364,731 100.0 103,951 5,667,564 100.0 

Ⅱ 営業費用   

営業手数料 121,290 118,395   

    販売費及び一般管理費 ※１ 561,985 683,275 50.1 856,019 974,415 17.2

営業利益 681,456 49.9 4,693,148 82.8

Ⅲ 営業外収益   

１．受取利息 ※２ 2,952 3,820   

２．受取配当金 ※２ 45 167,680   

３．人材雇用助成金 4,702 －   

４．その他 ※２ 1,748 9,449 0.7 2,097 173,598 3.1

Ⅳ 営業外費用   

１．支払利息 11,849 21,395   

２．新株発行費 208 －   

３. 株式交付費 ― 16,006   

４．上場関連費用 ― 23,424   

５. その他 ― 12,058 0.9 63 60,889 1.1

経常利益 678,846 49.7 4,805,857 84.8

Ⅴ 特別利益   

１．関係会社株式売却益 24,183     －   

２．貸倒引当金戻入益  － 24,183 1.8 16,023 16,023 0.3

Ⅵ 特別損失   

１．関係会社株式評価損 20,000     10,331   

２．投資損失引当金繰入額 ― 20,000 1.5 127,582 137,914 2.4

税引前当期純利益 683,030 50.0 4,683,966 82.7

法人税、住民税及び事
業税 

344,449 2,123,463   

法人税等調整額 △43,899 300,550 22.0 △223,760 1,899,702 33.6

当期純利益 382,480 28.0 2,784,263 49.1

前期繰越利益 155,910   

当期未処分利益 538,391   

    



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

   
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年２月24日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  538,391 

Ⅱ 次期繰越利益  538,391 

   

  

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 資本剰余金合計  繰越利益剰余金 利益剰余金合計 

平成17年11月30日 残高（千円） 260,850 323,394 323,394 538,391 538,391 1,122,636 

事業年度中の変動額       

新株の発行 1,366,706 1,366,693 1,366,693 － － 2,733,400 

当期純利益 － － － 2,784,263 2,784,263 2,784,263 

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（千円） 1,366,706 1,366,693 1,366,693 2,784,263 2,784,263 5,517,663 

平成18年11月30日 残高（千円） 1,627,556 1,690,087 1,690,087 3,322,655 3,322,655 6,640,299 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成17年11月30日 残高（千円） 36,193 36,193 1,158,830

事業年度中の変動額   

新株の発行 － － 2,733,400

当期純利益 － － 2,784,263

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△44,711 △44,711 △44,711

事業年度中の変動額合計（千円） △44,711 △44,711 5,472,952

平成18年11月30日 残高（千円） △8,517 △8,517 6,631,782



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
  至 平成18年11月30日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

有価証券 

イ  ──────────── 

   

  

  ロ 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法に基づく原価法 

 有価証券 

 イ 売買目的有価証券  

  時価法（売却原価は移動平均法により 

  算定） 

 ロ 子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

 ハ その他有価証券（営業投資有価証 

 券を含む） 

①時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法 

 評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。 

 ハ その他有価証券（営業投資有価証 

 券を含む） 

  ①時価のあるもの 

   期末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

   算定しております。 

  ②時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

  ②時価のないもの 

   同左 

  ニ  ──────────── 

  

 ニ その他の関係会社有価証券 

  ①匿名組合出資 

   匿名組合が獲得した純損益の持分相当 

 額について「営業投資損益」に計上する 

 とともに同額を「その他の関係会社有価 

 証券」に加減しております。 

  ②その他 

   移動平均法に基づく原価法 

  

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 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

イ 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

  ただし、建物（附属設備を除く）は 

定額法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下の通りで 

あります。 

  建物        15～30年 

工具器具及び備品  ４～15年 

イ 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

  ただし、建物（附属設備を除く）は 

定額法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下の通りで 

あります。 

  建物        ６～30年 

工具器具及び備品  ４～20年 

  ロ 無形固定資産 

  営業権 

   ３年間で均等償却しております。 

  

ロ 無形固定資産 

  営業権 

   同左 

  

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
  至 平成18年11月30日) 

４．繰延資産の処理方法 イ 新株発行費 

支出時に全額費用としております。 

イ   ────────────   

  

 ロ  ──────────── ロ 株式交付費 

   支出時に全額費用としております。 

  （表示方法の変更） 

   当事業年度より「繰延資産の会計処 

 理に関する当面の取扱い」（企業会計基 

 準委員会 平成18年８月11日 実務対応報

 告第19号）を適用しております。 

  これにより、前事業年度末まで新株発 

 行に係る費用は「新株発行費」として 

 表示しておりましたが、当事業年度より 

 「株式交付費」として表示しておりま 

 す。 

     

５．引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社は、一般債権については貸倒実

績率により、また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勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。なお、当期は貸倒実績はありませ

ん。 

イ 貸倒引当金 

  同左 

  ロ  ──────────── 

  

ロ 賞与引当金 

  当社は従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に基づき

当事業年度負担額を計上しております。 

 （追加情報） 

 従来、従業員賞与は業績比例により賞

与枠を算定し、支給予定額を未払費用に

計上しておりましたが、当事業年度に業

績評価期間が明確に定められたことによ

り、当該期間に基づく賞与支給見込額の

当事業年度負担額を計上しております。 

 この結果、従来と比べて販売費及び一

般管理費が11,741千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益が同

額減少しております。 

  ハ  ──────────── 

  

ハ 投資損失引当金 

  関係会社に対する投資により発生の見

込まれる損失に備えるため、その資産内

容等を検討して計上しております。  

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
  至 平成18年11月30日) 

６．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方法によ

っております。 

  同左 

７．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。

なお、特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては、特例処理によっ

ております。 

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 

  ヘッジ対象・・・借入金の利息 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

   

  ハ ヘッジ方針 

 変動金利借入利息の将来の金利上昇に

よる増加を軽減することを目的に、変動

金利を受取り、固定金利を支払う金利ス

ワップ取引を行っております。 

 ハ ヘッジ方針 

  同左 

 ニ ヘッジ有効性の評価 

 特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。 

ニ ヘッジ有効性の評価 

  同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

  同左 

  



会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

 （１）     ──────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

 （２）     ──────────── 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 (３)      ──────────── 

  

  

  

  

  

 

 

  

 (４)      ──────────── 
                        

（１）固定資産の減損に係る会計基準 

   当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」 

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見 

 書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

 資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

 員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）

 を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

 (２)貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

   当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

 る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

 示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用

 しております。 

  従来の資本の部の合計に相当する金額は6,631,782千円 

 であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により当事業年度における

 貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

 規則により作成しております。 

  

 (３)ストックオプション等の会計基準 

   当事業年度より会社法施行日以後に付与されたストック

 オプションについて、「ストックオプション等に関する会

 計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び 

 「ストックオプション等に関する会計基準の適用指針」 

 （企業会計基準適用指針第11号 平成17年12月27日）を適 

 用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。  

  

 (４)役員賞与に関する会計基準 

   当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

 計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  



追加情報 

  

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

 外形標準課税 

  「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

  この結果、従来と比べ販売費及び一般管理費が6,593

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

が同額減少しております。 

  

       ──────────── 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年11月30日） 

当事業年度 
（平成18年11月30日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．    ──────────── 

授権株式数   普通株式 40,000株

発行済株式総数 普通株式 14,596.4株

   

   

    

※２．関係会社項目 

    関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

※２．    ──────────── 

     

  (千円)

流動資産   

未収入金 81,435 

立替金 10,029 

流動負債   

仮受金 38,327 

 

    

３．商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は36,193千円

であります。 

 ３．     ──────────── 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

※１. 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は17％、一般管理費に属する費用

のおおよその割合は83％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１. 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は17％、一般管理費に属する費用

のおおよその割合は83％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 41,708千円

給与手当 156,021 

賞与 65,090 

地代家賃 49,483 

旅費交通費 36,169 

支払手数料 36,187 

接待交際費 40,757 

減価償却費 4,649 

貸倒引当金繰入額 16,023 

役員報酬 65,432千円

給与手当 227,820 

賞与 99,070 

福利厚生費  48,271 

地代家賃 70,488 

旅費交通費 55,040 

支払手数料 59,943 

接待交際費 53,616 

減価償却費 8,491 

賞与引当金繰入額 11,741 

    

※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。 

※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。 

関係会社からの受取利息 2,573千円

関係会社からの雑収入 1,000千円

関係会社からの営業投資損益 4,498,806千円

関係会社からの受取配当金 165,000千円

    



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

      該当事項はありません。 

（リース取引関係） 

前事業年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日） 

当社は、リース契約１件当たりの金額が少額のため、注記を省略しております。 

当事業年度（自平成17年12月１日 至平成18年11月30日） 

当社は、リース契約１件当たりの金額が少額のため、注記を省略しております。 

（有価証券関係） 

 前事業年度（平成17年11月30日） 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 当事業年度（平成18年11月30日） 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

    

繰延税金資産   

未払事業税否認 20,894千円 

貸倒引当金繰入額否認 6,519  

一括償却資産否認 2,085  

特定外国子会社留保金額 26,692  

子会社株式評価損否認 8,138  

会員権償却否認 43  

減価償却損金算入限度額超過額 27  

営業投資有価証券評価損 5,289  

計 69,691  

繰延税金負債    

営業投資有価証券評価差額金 △30,120  

計 △30,120  

繰延税金資産の純額 39,571  

繰延税金資産   

未払事業税否認 156,143千円 

賞与引当金繰入額否認 4,777  

一括償却資産否認 1,265  

特定外国子会社留保金額 61,606  

子会社株式評価損否認 12,342  

会員権償却否認 86  

減価償却損金算入限度額超過額 27  

投資有価証券評価差額金 5,843  

投資損失引当金繰入額否認 51,913  

計 294,006  

繰延税金資産の純額 294,006  

    

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率 40.69   

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.44   

住民税均等割額 0.04   

その他 0.83   

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.00   

     

  

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 

 担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で 

 あるため注記を省略しております。 

  

    



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

１株当たり純資産額 79,391.51円 

１株当たり当期純利益金額 30,180.74円 

１株当たり純資産額 20,287.63円 

１株当たり当期純利益金額 9,452.21円 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
8,411.59円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

 平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日

付で１株を10株とする株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

 １株当たり純資産額         3,969.58円 

 １株当たり当期純利益金額      1,509.04円 

    

  
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
 至 平成18年11月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

  当期純利益（千円） 382,480 2,784,263 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－)            （－） 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 382,480 2,784,263 

 普通株式の期中平均株式数（株） 12,673 294,562 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

  当期純利益調整額（千円） － － 

  普通株式増加数（株） － 36,441 

  （うち新株予約権）            （－） (36,441) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の数1,264

個） 

  

            － 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

株式分割 

 平成18年２月24日開催の当社の取締役会決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

        ──────────── 

  

１．平成18年３月21日付をもって普通株式１株を２株に

分割しております。 

  

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式             14,596.4株 

  

  

(2) 分割方法 

平成18年３月20日午後３時の株主名簿に記載され

た株式の所有株数を、１株を２株の割合をもって

分割しております。 

  

  

(3) 発行済株式総数 

普通株式             29,192.8株 

  

  

２．１株当たり情報に及ぼす影響 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当期における１株当たり

情報については、それぞれ以下のとおりとなります。 

  

  

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

27,594.76円 39,695.75円 

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

14,582.58円 15,090.37円 

    

    

    

    

    

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

  

 



前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

 平成18年６月23日開催の当社の取締役会決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

  

１．平成18年７月11日付をもって普通株式１株を10株に

分割しております。 

  

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式             262,735.2株 

  

  

(2) 分割方法 

平成18年７月11日午後３時の株主名簿に記載され

た株式の所有株数を、１株を10株の割合をもって

分割しております。 

  

  

(3) 発行済株式総数 

普通株式              291,928株 

  

  

２．１株当たり情報に及ぼす影響 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当期における１株当たり

情報については、それぞれ以下のとおりとなります。 

  

  

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

2,759.47円 3,969.58円 

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

1,458.25円 1,509.04円 

    

    

    

    

    

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

  



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

  該当事項はありません 

【その他】 

種類及び銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

 有価証券  売買目的有価証券 
  G steel  2,000,000       7,019 

                 小計  2,000,000       7,019 

 営業投資 

 有価証券 
 その他有価証券 

㈱自然樂校 200 10,000 

小計 200 10,000 

投資有価 

証券 
その他有価証券 

㈱ファインキューブ 87 4,350 

藍澤證券㈱ 100,000 74,200 

小計 100,087 78,550 

計 2,100,287 95,569 

種類及び銘柄 投資口数等 
貸借対照表計上額 
（千円） 

有価証券  売買目的有価証券 
  山田ジャパンストラテジー  140,000,000     136,710 

        小計  140,000,000     136,710 

 営業投資 

 有価証券 
 その他有価証券 

FC-REITアクティブファンド  35,000,000 35,000 

㈱自然樂校 新株予約権 5 250 

小計 35,000,005 35,250 

投資有価 

証券 
 その他有価証券 

FCレジデンシャル投資法人 200 91,800 

小計 200 91,800 

計 175,000,205 263,760 



【有形固定資産等明細表】 

  

【引当金明細表】 

     （注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、個別に見積り計上をした貸倒懸念債権につき回収し戻入益 

        を計上したことによるものであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 29,727 18,322 － 48,049 6,220 3,804 41,828 

工具器具及び備品 22,273 6,577 － 28,850 8,869 4,687 19,981 

有形固定資産計 52,000 24,900 － 76,900 15,090 8,491 61,809 

無形固定資産               

 営業権 59,620 － － 59,620 39,747 19,873 19,873 

 無形固定資産計 59,620 － － 59,620 39,747 19,873 19,873 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額 
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額 
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 16,023 － － 16,023 － 

賞与引当金  － 11,741 － － 11,741 

投資損失引当金 － 127,582 － － 127,582 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

   ① 流動資産 

イ 現金及び預金 

ロ 売掛金 

相手先別内訳 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

区分 金額（千円） 

現金 776 

預金   

当座預金 8,510 

普通預金 7,563,538 

定期預金 100,000 

計 7,672,049 

合計 7,672,825 

相手先 金額（千円） 

RESIT ALFA INC.東京支店 7,298 

日本AREIF1特定目的会社 4,947 

J GRAND INC.東京支店 2,166 

JPE Fund Creation Ⅰ L.P. 1,443 

㈲ウラノス・プロパティー 1,041 

その他 10,510 

合計 27,407 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

14,440 671,165 658,199 27,407 96.0 11.4 



 ② 固定資産 

   イ 関係会社株式 

    ロ その他の関係会社有価証券 

  ③ 流動負債 

   イ 短期借入金 

ロ 未払法人税等 

(3）【その他】 

  該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

ファンドクリエーション不動産投信㈱ 200,000 

ファンドクリエーション投信投資顧問㈱ 170,028 

FC Investment Ltd. 115,000 

FCパートナーズ㈱ 39,668 

㈱FCインベスト・アドバイザーズ 21,000 

上海創喜投資諮詢有限公司 15,734 

ファインアートインベストメント㈱ 70,000 

合計 631,431 

相手先 金額（千円） 

㈲ヘレネ・プロパティー 571,577 

FC－アート・トラスト－コンテンポラリー・アート・

ファンド 
50,000 

  FC-STファンド投資事業有限責任組合 26,014 

合計 647,591 

  相手先 金額（千円） 

㈱三菱東京UFJ銀行 225,000 

㈱みずほ銀行 166,400 

㈱三井住友銀行 150,000 

㈱関西アーバン銀行 110,000 

㈱武蔵野銀行 100,000 

㈱百五銀行 100,000 

合計 851,400 

 摘要 金額（千円） 

法人税 1,378,717 

事業税 383,740 

法人住民税 290,344 

合計 2,052,801 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 11月30日 

定時株主総会 事業年度末から３ヶ月以内 

基準日 11月30日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 ５月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式数の買取り   

取扱場所 － 

株主名簿管理人 － 

取次所 － 

買取手数料 － 

公告掲載方法 

電子公告の方法により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告

による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行

う。 

公告掲載ＵＲＬ 

http://www.fundcreation.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】 

     当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成18年９月25日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年10月10日及び平成18年10月19日関東財務局長に提出。 

 平成18年９月25日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



 独立監査人の監査報告書  

 平成18年９月25日

株式会社ファンドクリエーション  

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 小田 哲生  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 寺田 昭仁  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ファンドクリエーションの平成16年12月１日から平成17年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監

査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ファンドクリエーション及び連結子会社の平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出会

社）が別途保管しております。 



 独立監査人の監査報告書  

 平成19年２月28日

株式会社ファンドクリエーション  

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 小田 哲生  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 寺田 昭仁  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ファンドクリエーションの平成17年12月１日から平成18年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ファンドクリエーション及び連結子会社の平成18年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

  会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より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を適用しているため、当該取扱いに従い連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



 独立監査人の監査報告書  

 平成18年９月25日

株式会社ファンドクリエーション  

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 小田 哲生  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 寺田 昭仁  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ファンドクリエーションの平成16年12月１日から平成17年11月30日までの第３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ファンドクリエーションの平成17年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出会

社）が別途保管しております。 



 独立監査人の監査報告書  

 平成19年２月28日

株式会社ファンドクリエーション  

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 小田 哲生  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 寺田 昭仁  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ファンドクリエーションの平成17年12月１日から平成18年11月30日までの第４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ファンドクリエーションの平成18年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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