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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

回次 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期

会計期間

自平成17年
12月１日
至平成18年
５月31日

自平成18年
12月１日
至平成19年
５月31日

自平成19年
12月１日
至平成20年
５月31日

自平成17年
12月１日
至平成18年
11月30日

自平成18年
12月１日
至平成19年
11月30日

売上高（営業収益） （百万円） 867 9,674 1,924 20,383 14,562

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 146 1,353 △896 4,753 1,073

中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）
（百万円） 69 766 △513 2,738 627

純資産額 （百万円） 1,409 7,469 7,382 6,878 8,086

総資産額 （百万円） 2,694 15,736 47,803 14,582 32,272

１株当たり純資産額 （円） 46,721.1621,795.0218,899.6120,713.4321,093.20

１株当たり中間（当期）

純利益金額又は1株当たり

中間純損失金額（△）

（円） 2,364.242,313.76△1,528.649,296.111,884.83

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額

（円） － 2,206.23 － 8,272.681,812.69

自己資本比率 （％） 50.6 46.3 13.3 46.4 21.9

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △310 5,561 △17,082 16,288 △14,421

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △15 △2,042 △869 △1,489 △1,979

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 341 △4,814 16,243 △7,994 11,606

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
（百万円） 1,406 7,839 2,621 9,129 4,330

従業員数

(外、平均臨時雇用者数）
（人）

64

(1)

102

(2)

93

(4)

71

(1)

97

(3)

　（注）１．売上高（営業収益）には、消費税等は含まれておりません。

２．第４期中の潜在株式調整後１株当たり中間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。第６期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、中間純損失を計上しているため記載しておりません。

３．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）は各期間の平均人員を（　）外数で記

載しております。

４．当社は、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。

５．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４期中については、営業収益を記載してお

ります。

６．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。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期

会計期間

自平成17年
12月１日
至平成18年
５月31日

自平成18年
12月１日
至平成19年
５月31日

自平成19年
12月１日
至平成20年
５月31日

自平成17年
12月１日
至平成18年
11月30日

自平成18年
12月１日
至平成19年
11月30日

営業収益 （百万円） 548 1,932 595 5,667 2,326

経常利益又は経常損

失（△）
（百万円） 162 1,396 △720 4,805 1,304

中間（当期）純利益

又は中間純損失

（△）

（百万円） 86 779 △549 2,784 642

資本金 （百万円） 260 1,649 1,659 1,627 1,655

発行済株式総数 （株） 29,192.8334,408 335,888 326,888 335,088

純資産額 （百万円） 1,194 7,150 6,193 6,631 6,949

総資産額 （百万円） 2,271 9,649 10,865 9,942 9,405

１株当たり純資産額 （円） 40,930.8521,382.1918,439.5320,287.6320,740.28

１株当たり中間（当

期）純利益金額又は

1株当たり中間純損

失金額（△）

（円） 2,948.592,352.05△1,637.409,452.211,930.15

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額

（円） － 2,242.74 － 8,411.591,856.28

１株当たり配当額 （円） － － － 1,000.00 500.00

自己資本比率 （％） 52.6 74.1 57.0 66.7 73.9

従業員数

（外、平均臨時雇用

者数）

（人）
39

 (－)

57

 (－)

52

 (３)

42

(－)

55

 (１)

　（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４期中の潜在株式調整後１株当たり中間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。第６期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、中間純損失を計上しているため記載しておりません。

４．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。

５．当社は、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。

６．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。
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２【事業の内容】

　当社グループは、当社及び連結子会社31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・管理

・運用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。

　なお、当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、当中

間連結会計期間における、主要な関係会社の異動については「３　関係会社の状況」に記載しております。

 

３【関係会社の状況】

　（1）当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。

名称 住所
資本金
（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）

シュヴァル・プロパ

ティー(同)

 東京都中央区 0
 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

マルゴー・プロパ

ティー(同)
 東京都中央区 0

 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

ペトリュス・プロパ

ティー(同)
 東京都中央区 0

 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

オーブリヨン・プロ

パティー(同)
東京都中央区 0

 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

パルメール・プロパ

ティー(同)
東京都中央区 0

 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

ラトゥール・プロパ

ティー(同)
東京都中央区 0

 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

タルボー・プロパ

ティー(同)
東京都中央区 0

 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

ラフイット・プロパ

ティー(同)
東京都中央区 0

 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

ラグランジュ・プロ

パティー(同）

 

東京都中央区 0
 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

サンジュリアン・プ

ロパティー(同)

 

東京都中央区 0
 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 
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名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

ポイヤック・プロパ

ティー(同)

 

東京都中央区 0
 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

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

        ２.当社は、特定目的会社等(SPC)に対する議決権を有しておりませんが、匿名組合出資を行うことで特定目的会

　　　　　 社等(SPC)が有する資産及び負債から生ずる利益の大部分を実質的に当社が享受するため連結対象としており

　　　　　 ます。

　　　　３.（同）は合同会社の略称です。

 

　（2）当中間連結会計期間において、以下の関係会社が減少しております。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容

議決権
の被所
有割合
（％）

関係内容

（有）ミノス・プロ

パティー 
東京都中央区 3

 インベストメントバンク事業

　（不動産流動化業）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 

（有）ケレオス・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）
－

（役員の兼務）　

　－

（取引関係）

　匿名組合出資 
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年５月31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 54 (１) 

インベストメントバンク事業 18 (－) 

その他事業 6 (－) 

全社（共通） 15 (３) 

合計 93 (４) 

　（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、当中間連結会計期間の平均人員を（　）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。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年５月31日現在

従業員数（人） 52  (３)

　（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。

  

(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。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　 当中間連結会計期間における国内経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した信用収縮に伴う世界経済混

乱の影響を受けました。さらに、米ドルの急激な下落や原油・資源価格の高騰は、堅調に推移していた企業業績や個人

消費に影響を与えつつあります。

　不動産ファンド業界におきましては、これまで不動産投資に積極的な米系金融機関の撤退や金融機関の不動産に対す

る慎重な融資姿勢が強まっている一方、オイルマネーや政府系ファンドが不動産投資における新たな資金提供者とし

ての存在感を高めております。日本の不動産市場は、投資利回りの面から見ると先進国主要都市に比べ優位性を有して

いるため、政府系ファンド等が都心一等地を中心とした国内優良不動産への投資機会を窺っております。その一方で、

地方の小型物件に対する引き合いは厳しい状況が続いております。このような不動産投資における資金提供者と投資

対象地域の二極化は、不動産における需給関係を悪化させ、不動産市場の一時的な停滞をもたらすものと予想されます

が、不動産市場の循環サイクルの一環であり、外部環境の改善により中長期的な不動産市場の成長は持続するものと認

識しております。

　国内株式市場におきましては、サブプライムローン問題が表面化して以降、これまで日本株上昇の牽引役であった外

国人投資家が保有比率を引き下げるなど日本株の売りが続き、国内株式市場は軟調に推移いたしました。このような状

況のなか、当社グループ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、当社の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」(以下「レジット」という）は、サブプライムローン問題の顕在化以降

も順調に残高を伸ばし、平成20年５月末現在において329億円となりました。また、不動産等の受託資産残高は、前連結

会計年度末に比べ168億円増の1,444億円となりました。証券ファンドにつきまして、FC Investment Ltd.が「FC T ト

ラスト－大福中国国策ファンド」等の外国投資信託を新たに設定いたしましたが、世界的な株式市場の低迷や外国為

替市場における円高等の影響により、当中間連結会計期間末における当社グループのファンド運用資産残高は、前連結

会計年度末に比べ75億円減の1,098億円となりました。

　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。また、証券投資等部門では、証券仲介業務を行いました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は1,924百万円（前年同期比80.1％減）、営業利益25百万円（同98.4％

減）、経常損失896百万円（前中間連結会計期間は1,353百万円の経常利益）、中間純損失513百万円（前中間連結会計

期間は766百万円の中間純利益）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」、「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」は

ファンド運用資産残高が増加し、当社グループにおける当中間連結会計期間末のファンド運用資産残高は、1,098億円

（一部円換算US＄1.00＝105.75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437

百万円、ファンドクリエーション不動産投信株式会社におけるFCレジデンシャル投資法人の運用報酬79百万円及び譲

渡報酬42百万円、ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社におけるファンドの投信委託者報酬等95百万円、FC

Investment Ltd.におけるファンドの管理報酬89百万円の計上等により、アセットマネジメント事業における売上高は

868百万円（前年同期比48.9％増）、営業利益463百万円（前年同期比156.7％増）となりました。 

 

  (インベストメントバンク事業）

　不動産投資等部門では、当社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、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズおいて証券仲介業務を行いました。

　その結果、不動産投資における不動産等の売却等1,003百万円、証券仲介業による収益31百万円の計上等により、イン

ベストメントバンク事業における売上高は985百万円（前年同期比89.1％減）、営業損失161百万円（前中間連結会計

期間は1,739百万円の営業利益）となりました。 

 

 （その他事業）

　その他の事業においては、ファインアートインベストメント株式会社においてコンテンポラリーアートの売却等を行

いました。

　その結果、コンテンポラリーアートの売却76百万円等により、その他事業における売上高は104百万円（前年同期比

86.8％増）、営業損失30百万円（前中間連結会計期間は44百万円の営業損失）となりました。
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  (2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前中間純損失が914百万円

（前年同期は1,347百万円の純利益）であり、たな卸資産の増加による16,449百万円の支出（前年同期は6,623百万円

の収入）がありましたが、短期借入による収入10,525百万円（前年同期比97.8％増）及び長期借入による収入10,577

百万円（前年同期は－百万円の収入）等があったことにより、当中間連結会計期間末には、2,621百万円（前年同期比

66.6％減）となりました。　

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

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動に使用された資金は、17,082百万円（前年同期は5,561百万円の獲得）となりました。 　

　これは主にたな卸資産の増加による16,449百万円の支出（前年同期は6,623百万円の収入）及び税金等調整前中間純

損失914百万円（前年同期は1,347百万円の利益）が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、869百万円（前年同期比57.4％減）となりました。

　これは主に投資有価証券の取得による支出663百万円があったことによります。

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によって得られた資金は、16,243百万円（前年同期は4,814百万円の使用）となりました。

　これは主に短期借入による収入10,525百万円（前年同期比97.8％増）及び長期借入による収入10,577百万円（前年

同期は－百万円の収入）あった一方で、短期借入金の返済による支出4,762百万円（前年同期比1.4％減）及び長期借

入金の返済による支出114百万円（前年同期比97.8％減）があったことによります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産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。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前年同期比（％）

 その他事業（百万円） 16 －

合計（百万円） 16 －

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）仕入実績

　当中間連結会計期間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。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前年同期比（％）

 インベストメントバンク事業（百万円） － △100.0

 その他事業（百万円） 79 302.3

合計（百万円） 79 302.3

　（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

　当中間連結会計期間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。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前年同期比（％）

アセットマネジメント事業（百万円） 834 146.0

インベストメントバンク事業（百万円） 985 10.9

その他事業（百万円） 103 188.4

合計（百万円） 1,924 19.9

　（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．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間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。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

NOGIZAKA PTE.LTD － － 828 43.1

  日本AREIF1特定目的会社 － － 366 19.0

HSBC Institutional Trust

 Services(Singapore)Limited
8,726 90.2 － －

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(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

 
前連結会計年度

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31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）

レジット

（注）１
32,126 31,258 31,519 31,694 31,832 32,998

ジェイグランド

（注）２
1,886 1,865 1,975 1,928 1,891 1,691

チャイナ１号※

（注）３
1,045 978 769 785 637 489

チャイナ２号※

（注）４
1,098 1,024 809 782 639 472

チャイナ３号

（注）５
1,077 1,244 987 2,165 2,132 1,967

合計 36,234 36,369 36,061 37,356 37,134 37,620

　（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。

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。

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。

※単位型のため、募集は現在行っておりません。
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②外国証券投資信託（証券ファンド）の運用資産残高

 
前連結会計年度

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31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）

上場期待日本株

（注）１
2,993 2,662 3,881 3,390 2,733 1,651

好配当利回り中国株

（注）２
2,892 3,302 3,299 5,474 5,756 6,386

アジア中小型株

（注）３
1,841 1,864 1,721 1,569 1,111 953

中国A株１号※

（注）４
1,890 2,328 2,104 1,578 1,169 817

中国A株２号

（注）５
4,198 5,108 4,165 2,849 1,991 1,329

中国A株３号

（注）６
－ 4,148 4,852 3,901 2,817 2,256

上場期待中国株A

（注）７
3,476 3,476 2,725 2,345 1,446 1,058

上場期待中国株B 

（注）８
2,249 2,964 3,252 3,427 2,924 3,067

ベトナム

（注）９
9,740 11,783 10,882 9,538 7,968 6,548

タイ 

（注）10 
2,526 3,336 5,034 4,693 4,037 3,227

フィリピン 

（注）11 
－ 1,839 1,863 1,533 1,140 831

中国ナンバーワン

（注）12
－ － 6,748 9,096 6,747 5,816

インドネシア

（注）13 
－ － － － 3,027 2,847

中国国策 

（注）14 
－ － － － － 2,203

私募投資信託 335 323 373 394 404 406

合計 32,143 43,093 50,905 49,793 43,275 39,402

　（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．申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド３号（「中国A株３号」）は平成19年４月に運用を開始しました。

７．FC C－申銀萬國・アイザワ　上場期待中国株ファンド（クラスA受益証券）（「上場期待中国株A」）は平成

17年７月に運用を開始しました。

８．FC C－申銀萬國・アイザワ　上場期待中国株ファンド（クラスB受益証券）（「上場期待中国株B」）は平成

19年２月に運用を開始しました。

９．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。

10．フィリップ－アイザワ　トラスト　タイファンド（「タイ」）は平成19年１月に運用を開始しました。

11．MFMCP－アイザワ　トラスト　フィリピンファンド（「フィリピン」）は平成19年５月に運用を開始しまし

た。

12．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、中国A株３号、上場期待中国株A、上場期待中国株B、ベトナム、タイ、フィリピン）は月末の為替レート

（TTM）を使用しています。

13．フィリップ－アイザワ　トラスト　インドネシアファンド（「インドネシア」）は平成20年１月に運用を開
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始しました。 

14．FC T トラスト－大福－アイザワ　中国国策ファンド（「中国国策」）は平成20年５月に運用を開始しまし

た。  

15．運用資産が米ドル建てで算出されているファンド(アジア中小型株、中国A株１号、中国A株２号、中国A株３

号、上場期待中国株A、上場期待中国株B、ベトナム、タイ、フィリピン、中国ナンバーワン、インドネシア、中国

国策）は月末の為替レート（TTM)を使用しております。

※単位型のため、募集は現在行っておりません。
 

平成19年２月 平成19年５月 平成19年８月 平成19年11月

118.44円 121.69円 116.07円 110.15円

平成20年２月 平成20年５月   

104.78円 105.75円   

 

③内国投資信託（証券ファンド）の運用資産残高

 
前連結会計年度

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31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）

黒田アクティブ

（注）１
11,304 8,313 6,610 5,479 4,316 4,186

山田ジャパン

（注）２
679 557 456 282 242 229

古橋オリジナル

（注）３
5,034 4,488 2,505 2,412 3,161 3,122

黒田アクティブアルファ

（注）４
639 564 517 484 424 442

カナダ資源株 

（注）５
－ － － － 3,646 3,573

私募投資信託 1,560 2,661 7,407 6,612 6,278 6,301

合計 19,218 16,583 17,498 15,270 18,068 17,856

　（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。

５．AGF-FCカナダ資源株ファンド（「カナダ資源株」）は平成19年12月に運用を開始しました。
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④投資法人（不動産ファンド）の運用資産残高

 
前連結会計年度

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31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）

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 14,928

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

　（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総額を計上しておりま

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

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

484百万円 67百万円

 

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18年12月１日
至　平成19年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

811百万円 486百万円

 

３【対処すべき課題】

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

４【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,160,000

計 1,160,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 335,888 335,888ジャスダック証券取引所 －

計 335,888 335,888 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの半期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10月18日　臨時株主総会決議（第７回ストックオプション）

 
中間会計期間末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） 67 67

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

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） 1,340 1,340

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 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  －

　（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。

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
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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。

 
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

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。
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②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）

 
中間会計期間末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） 303 303

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

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） 6,060 6,060

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 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（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。

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。

 
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

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。
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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。

 

③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）

 
中間会計期間末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） 97 97

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

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） 1,940 1,940

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 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（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。
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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。

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。

 
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

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）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。
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④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）

 
中間会計期間末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） 153 153

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

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） 3,060 3,060

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 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（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。

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。

 
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

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。
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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。

 

（３）【ライツプランの内容】

 　　　　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 平成19年12月１日～

 平成20年５月31日

 　　（注） 

800 335,888 4 1,659 4 1,722

　（注）平成19年12月１日から平成20年５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800株、資本金が4百万円、資本準備金が4百万円増加しております。
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（５）【大株主の状況】

 平成20年５月31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 41.94

有限会社T's Holdings 東京都港区六本木一丁目３番39号 48,000  14.29

藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 36,000  10.71

宮本　裕司 東京都世田谷区 13,130  3.90

株式会社アイサン情報システム 東京都中央区日本橋兜町７番２号 9,000  2.67

株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町１番１号 5,879     1.75

 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 3,000 0.89

大塚　忠彦 東京都港区 2,423   0.72

山口　雅幸 東京都港区 2,400  0.71

橋本　三喜男  埼玉県和光市 1,613 0.48

計 － 262,345 78.10

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成20年５月31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　335,888 335,888 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 335,888 － －

総株主の議決権 － 335,888 －

　（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18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18個が含まれております。
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     ②【自己株式等】

 平成20年５月31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 － － － － －

 

 

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成19年12月平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高（円） 32,400 22,000 22,850 21,200 16,300 15,990

最低（円） 21,600 14,530 12,540 12,410 14,000 13,260

　（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。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成18年12月１日から平成19年５月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年12月１日から平成20年５月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成18年12月１日から平成19年５月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年12月１日から平成20年５月31日まで）は、改正後の中間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、前中間連結会計期間（平成18年12月１日から平成19年５月31日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年12月１日から平成19年５月31日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年12月１日から平成

20年５月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年12月１日から平成20年５月31日まで）の中

間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  
前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           
Ⅰ　流動資産           
１．現金及び預金 ※２  7,905   3,155   4,379  
２．売掛金   265   275   296  
３．有価証券   366   323   361  
４．営業投資有価証券   463   670   725  
５．たな卸資産 ※２  4,261   40,742  24,292    
６．その他   407   300   340  
　　貸倒引当金   △6   －      －  
流動資産合計   13,66586.8  45,46995.1  30,39794.2

Ⅱ　固定資産              
１．有形固定資産 ※１  91 0.6  84 0.2  85 0.3
２．無形固定資産           
 （1）のれん  289   25   25   
 （2）その他  9 299 1.9 11 36 0.1 10 36 0.1
３．投資その他の資産           
(1）投資有価証券  1,115   1,241      960   
(2）その他  570   989      809   
貸倒引当金  △5 1,68110.7 △17 2,2134.6 △17 1,7535.4

固定資産合計   2,07113.2  2,3344.9  1,8755.8
資産合計   15,736100.0  47,803100.0  32,272100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           
Ⅰ　流動負債           
１．短期借入金 ※２  4,008   9,400   3,637  
２．１年以内返済予定
の長期借入金

  125   57   95  

３．未払法人税等   632   32   113  
４．賞与引当金   13   10   12  
５．賃料保証引当金 ※２     51   32   51  
６．その他 ※３  410   506   463  
流動負債合計   5,24033.3  10,03821.0  4,37313.5

Ⅱ　固定負債           
１．長期借入金 ※２  2,965   30,295  19,794 
２．負ののれん   1   －   0  
３．その他   60   86   17  
固定負債合計   3,02619.2  30,38263.6  19,81261.4
負債合計   8,26752.5  40,42084.6  24,18674.9
              

（純資産の部）              
Ⅰ　株主資本           
１．資本金   1,64910.5  1,6593.5  1,6555.1
２．資本剰余金   1,71110.9  1,7223.6  1,7185.3
３．利益剰余金   3,90824.8  3,0886.4  3,76911.7
株主資本合計   7,26946.2  6,47013.5  7,14222.1

Ⅱ　評価・換算差額等           
１．その他有価証券評
価差額金

  16 0.1  △124△0.2  △76△0.2

２．為替換算調整勘定   2 0.0  1 0.0  1 0.0
評価・換算差額等合
計

  19 0.1  △122△0.2  △74△0.2

Ⅲ　少数株主持分   180 1.2  1,0342.1  1,0183.2
純資産合計   7,46947.5  7,38215.4  8,08625.1
負債純資産合計   15,736100.0  47,803100.0  32,272100.0
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②【中間連結損益計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,674100.0  1,924100.0  14,562100.0
 Ⅱ　売上原価   7,10673.5  1,04854.5  10,82974.4

売上総利益   2,56826.5  875 45.5  3,73225.6
 Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,00810.4  850 44.2  1,97913.6

営業利益   1,56016.1  25 1.3  1,75212.0
Ⅳ　営業外収益           
１．受取利息  11   3      19   
２．受取配当金  11   11      43   
３．為替差益  4   －      －   
４．負ののれん償却額  0   0      1   
５．その他  2 30 0.3 7 23 1.2 5 70 0.5
Ⅴ　営業外費用           
１．支払利息  186   705   650   
２．為替差損  －   3   3   
３．支払手数料  31   217   83   
４．その他  18 236 2.4 19 945 49.1 12 749 5.2

経常利益又は経常
損失(△)

  1,35314.0  △896△46.6  1,073 7.3

Ⅵ　特別利益           
  １. 関係会社株式売　　　

　　 却益
※２ －         －         6         

２．持分変動利益  4 4 0 10 10 0.6 4 11 0.1
Ⅶ　特別損失           
１．投資有価証券評価
損

※３ －   16   29   

２．固定資産除却損 ※４ 0   0   0   
３．貸倒引当金繰入額  11         －         17         
４. たな卸資産評価損  － 11 0.1 11 28 1.5 － 46 0.3
税金等調整前中間
（当期）純利益又
は税金等調整前中
間純損失（△）

  1,34713.9  △914△47.5  1,037 7.1

法人税、住民税及び
事業税

 606   11   676   

法人税等調整額  △11 594 6.1 △267 △255△13.3 △140 536 3.7
少数株主損失(△）   △13 △0.1  △145 △7.5  △126 △0.9
中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△）

  766 7.9  △513△26.7  627 4.3
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31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18年11月30日　残高（百万円） 1,627 1,690 3,468 6,786
中間連結会計期間中の変動額     
新株の発行 21 21 － 42
剰余金の配当 － － △326 △326
中間純利益 － － 766 766
株主資本以外の項目の中間連結会
計期間の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

21 21 439 482

平成19年５月31日　残高（百万円） 1,649 1,711 3,908 7,269

 
  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18年11月30日　残高（百万円） △16 1 △15 107 6,878
中間連結会計期間中の変動額      
新株の発行 － － － － 42
剰余金の配当 － － － － △326
中間純利益 － － － － 766
株主資本以外の項目の中間連結会
計期間の変動額（純額）

33 1 34 73 108

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

33 1 34 73 591

平成19年５月31日　残高（百万円） 16 2 19 180 7,469
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当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31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19年11月30日　残高（百万円） 1,655 1,718 3,769 7,142
中間連結会計期間中の変動額     
新株の発行 4 4 － 8
剰余金の配当 － － △167 △167
中間純損失 － － △513 △513
株主資本以外の項目の中間連結会
計期間の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

4 4 △680 △672

平成20年５月31日　残高（百万円） 1,659 1,722 3,088 6,470

 
  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19年11月30日　残高（百万円） △76 1 △74 1,018 8,086
中間連結会計期間中の変動額      
新株の発行 － － － － 8
剰余金の配当 － － － － △167
中間純損失 － － － － △513
株主資本以外の項目の中間連結会
計期間の変動額（純額）

△48 0 △47 15 △32

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△48 0 △47 15 △704

平成20年５月31日　残高（百万円） △124 1 △122 1,034 7,382
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年12月１日　至　平成19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18年11月30日　残高（百万円） 1,627 1,690 3,468 6,786
連結会計年度中の変動額                 
新株の発行 27 27 － 55
剰余金の配当 － － △326 △326
当期純利益 － － 627 627
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
（百万円）

27 27 300 356

平成19年11月30日　残高（百万円） 1,655 1,718 3,769 7,142

 
  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18年11月30日　残高（百万円） △16 1 △15 107 6,878
連結会計年度中の変動額                     
新株の発行 － － － － 55
剰余金の配当 － － － － △326
当期純利益 － － － － 627
株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△59 △0 △59 911 851

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△59 △0 △59 911 1,208

平成19年11月30日　残高（百万円） △76 1 △74 1,018 8,086
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     
税金等調整前中間（当期）純利益又
は税金等調整前中間純損失（△）

 1,347 △914 1,037

減価償却費  7 70 17
のれん償却額  160 8 742
負ののれん償却  △0 △0 △0
貸倒引当金の増減額（減少：△）  11 － 17
賞与引当金の増減額（減少：△）  △1 △1 △1
賃料保証引当金の増減額（減少：
△）

 51 △19 51

受取利息及び受取配当金  △23 △15 △63
支払利息  186 705 650
為替差損益  △3 3 3
投資有価証券評価損  － 16 29
持分変動利益  △4 △10 △4
固定資産除却損  0 0 0
売上債権の増減額（増加：△）  △135 19 △182
有価証券の増減額（増加：△）  △222 37 △218
営業投資有価証券の増減額（増加：
△）

 △340 29 △603

たな卸資産の増減額（増加：△）  6,623 △16,449 △12,618
前払費用の増減額（増加：△）  △4 △1 △6
その他  83 168 △177
小計  7,735 △16,353 △11,327

利息及び配当金の受取額  22 15 62
利息の支払額  △171 △643 △538
法人税等の支払額  △2,023 △100 △2,618
営業活動によるキャッシュ・フロー  5,561 △17,082 △14,421
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前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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  △22 △8 △26
無形固定資産の取得による支出  △7 △2 △10
定期預金の預入れによる支出  △47 － △47
留保普通預金の預入れによる支出  － △481 －
質権付定期預金の預入れによる支出  △47 － △47
質権付定期預金の回収による収入  － 23 19
投資有価証券の売却による収入  － 306 －
投資有価証券の取得による支出  △700 △663 △724
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売却
による収入

※３
※５

－ △6 17

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
※４

△1,099 5 △1,055

貸付による支出  △206 － △206
貸付金回収による収入  101 － 113
保証金の支払による支出  △12 △43 △15
保証金の回収による収入  0 0 2
投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,042 △869 △1,979

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー        
短期借入による収入  5,322 10,525 7,522
短期借入金の返済による支出  △4,828 △4,762 △8,224
長期借入れによる収入  － 10,577 19,392
長期借入金の返済による支出  △5,110 △114 △7,851
株式発行による収入  42 8 55
配当金の支払額  △323 △165 △323
少数株主からの払込による収入  83 173 1,035
財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,814 16,243 11,606

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  4 △1 △3
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 △1,289 △1,709 △4,798

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  9,129 4,330 9,129
Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

※１ 7,839 2,621 4,330
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１．連結の範囲に関す

る事項

(1）連結子会社の数　　　　18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㈱

㈱ファインキャリア

㈱アートイット

㈲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

㈲ケレオス・プロパティー

㈲アグライア・プロパティー

㈲ミノス・プロパティー

FC-STファンド投資事業有限責

任組合

FCアントレプレナーファンド

 

㈱ファインキャリア及び㈱

アートイットは、株式を取得し

たことなどにより連結の範囲

に含めております。

 

　㈲ケレオス・プロパティー、㈲ア

グライア・プロパティー及び㈲ミ

ノス・プロパティーは、匿名組合

員の地位を取得したことにより連

結の範囲に含めております。

 

　FCアントレプレナーファンドは、

新規に設定したため連結の範囲に

含めております。

(1）連結子会社の数　　　　31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

㈱

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㈱

㈱アートイット

ファンドクリエーション・アール・

エム㈱

㈲ヘレネ・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

㈲アグライア・プロパティー

㈲ケレオス・プロパティー

㈲ネクター・プロパティー

㈲ミノス・プロパティー

カネル・プロパティー(同) 

セドル・プロパティー(同)

シュヴァル・プロパティー(同)

マルゴー・プロパティー(同)

ペトリュス・プロパティー(同)

オーブリヨン・プロパティー(同)

パルメール・プロパティー(同)

ラトゥール・プロパティー(同)

タルボー・プロパティー(同)

ラフィット・プロパティー(同)

ラグランジュ・プロパティー(同)

サンジュリアン・プロパティー(同)

ポイヤック・プロパティー(同) 

FC-STファンド投資事業有限責任組合

FCアントレプレナーファンド

 　 

 シュヴァル・プロパティー(同)、マル

ゴー・プロパティー(同)、ペトリュス・プ

ロパティー(同)、オーブリヨン・プロパ

ティー(同)、パルメール・プロパティー

(同)、ラトゥール・プロパティー(同)、タ

ルボー・プロパティー(同)、ラフィット・

プロパティー(同)、ラグランジュ・プロパ

ティー(同)、サンジュリアン・プロパ

ティー(同)及びポイヤック・プロパ

ティー(同)は、匿名組合員の地位を取得し

たことなどにより連結範囲に含めており

ます。 

  

 ㈲ミノス・プロパティーは、平成19年12

月17日、㈲ケレオス・プロパティーは、平

成20年５月29日付で匿名組合出資を終了

しております。

 

    

　

(1）連結子会社の数　　　　22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㈱

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㈱

㈱ファインキャリア

㈱アートイット

ファンドクリエーション・

アール・エム㈱

㈲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

㈲ケレオス・プロパティー

㈲アグライア・プロパティー

㈲ミノス・プロパティー

㈲ネクター・プロパティー

カネル・プロパティー(同)

セドル・プロパティー(同)

FC-STファンド投資事業有限責

任組合

FCアントレプレナーファンド

　

　㈱ファインキャリア、㈱アート

イット及びファンドクリエーショ

ン・アール・エム㈱は、株式を取

得したことなどにより連結の範囲

に含めております。なお、㈱ファイ

ンキャリアは、平成19年11月１日

付で全ての株式を譲渡しておりま

す。

 

　㈲ケレオス・プロパティー、㈲ア

グライア・プロパティー、㈲ミノ

ス・プロパティー、㈲ネクター・

プロパティー、カネル・プロパ

ティー(同)及びセドル・プロパ

ティー(同)は、匿名組合員の地位

を取得したことなどにより連結範

囲に含めております。

 

　㈲ペレウス・プロパティーは、平

成19年６月29日付で匿名組合出資

を終了しております。　

 

　FCアントレプレナーファンドは、

新規に設定したため連結の範囲に

含めております。　
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 (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）─────

 

(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、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。

　プライマリー・インベストメン

ト㈱は平成20年２月29日で清算

結了しております。　

 （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

れも当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。

２．持分法の適用に関する事

項

（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

　プライマリー・インベストメント

㈱については、中間純損益（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

対象から除いても中間連結財務諸

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。

 

（3）他の会社等の議決権の20％超

50%以下を自己の計算において

所有しているにもかかわらず、

関連会社としなかった当該他の

会社等の名称

山田ジャパンストラテジー

（関連会社としなかった理由）

公募の投資信託であり、支配が

できないため連結範囲から除い

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）─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3） ─────

（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

　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

対象から除いても当連結財務諸表

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。 

 

（3） ─────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうち、FC 

Investment Ltd.は２月28日、ファ

ンドクリエーション不動産投信㈱

は９月30日、上海創喜投資諮詢有限

公司は６月30日、ファインアートイ

ンベストメント㈱は９月30日、ファ

ンドクリエーション投信投資顧問

㈱は９月30日、㈱アートイットは９

月30日、㈲トリトン・プロパティー

は２月末日、㈲ペレウス・プロパ

ティーは２月末日、㈲アグライア・

プロパティーは２月末日、㈲ケレオ

ス・プロパティーは２月末日、㈲ミ

ノス・プロパティーは２月末日が

中間決算日であります。

 

 　中間連結財務諸表の作成に当

たって、これらの会社については、

中間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中間

会計期間の末日は中間連結決算日

と一致しております。

　連結子会社のうち、FC 

Investment Ltd.は２月末日、ファ

ンドクリエーション不動産投信㈱

は９月30日、上海創喜投資諮詢有限

公司は６月30日、ファインアートイ

ンベストメント㈱は９月30日、ファ

ンドクリエーション投信投資顧問

㈱は９月30日、㈱アートイットは９

月30日、㈲トリトン・プロパティー

は２月末日、㈲アグライア・プロパ

ティーは２月末日、㈲ネクター・プ

ロパティーは２月末日、カネル・プ

ロパティー(同)は８月31日、セドル

・プロパティー(同)は８月31日、

シュバル・プロパティー(同)は２

月末日、マルゴー・プロパティー

(同)は２月末日、ペトリュス・プロ

パティー(同)は２月末日、オーブリ

ヨン・プロパティー(同)は２月末

日、パルメール・プロパティー(同)

は２月末日、ラトゥール・プロパ

ティー(同)は２月末日、タルボー・

プロパティー(同)は２月末日、ラ

フィット・プロパティー(同)は２

月末日、ラグランジュ・プロパ

ティー(同)は２月末日、サンジュリ

アン・プロパティー(同)は２月末

日、ポイヤック・プロパティー(同)

は２月末日が中間決算日でありま

す。

  

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、これらの会社及びFC-STファン

ド投資事業有限責任組合並びにFC

アントレプレナーファンドについ

ては、中間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中間

会計期間の末日は中間連結決算日

と一致しております。

　連結子会社のうち、FC

Investment Ltd.は８月31日、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31日、㈱アートイットは３

月31日、㈲ペレウス・プロパティー

は８月31日、㈲トリトン・プロパ

ティーは８月31日、㈲ケレオス・プ

ロパティーは８月31日、㈲アグライ

ア・プロパティーは８月31日、㈲ミ

ノス・プロパティーは８月31日、㈲

ネクター・プロパティーは８月31

日、カネル・プロパティー(同)は２

月末日、セドル・プロパティー(同)

は２月末日、FC-STファンド投資事

業有限責任組合は８月31日、FCアン

トレプレナーファンドは12月25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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

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　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

　中間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。）

 

イ　売買目的有価証券

　同左

 

 

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

　同左

イ　売買目的有価証券

　同左

 

 

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

　②時価のないもの

　　同左

 ハ　デリバティブ

時価法

 

 ハ　デリバティブ

　　 同左

 ハ　デリバティブ

　　 同左

 ニ　たな卸資産

①商品

個別法による原価法

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。 

 ニ　たな卸資産

　 ①商品

　 　同左

②販売用不動産及び仕掛販売

　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、販売用不動産に係る減価

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31年～42年であります。 

 ニ　たな卸資産

　 ①商品

　 　同左

②販売用不動産及び仕掛販売

　用不動産（不動産信託受益

　権を含む)

　同左

(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。

建物及び構築物　　６～30年 

工具器具及び備品　４～20年

 

(会計方針の変更）

　当中間連結会計期間から法人税

法の改正に伴い、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産

については、改正法人税法に規定

する償却方法により、減価償却費

を計上しております。

　なお、この変更に伴い損益計算

書に与える影響は軽微でありま

す。

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。

建物及び構築物　　６～30年 

工具器具及び備品　２～20年

　

イ　有形固定資産

　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更）

　当連結会計年度から法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につ

いては、改正法人税法に規定する

償却方法により、減価償却費を計

上しております。

　なお、この変更に伴い損益計算

書に与える影響は軽微でありま

す。  

 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

ロ　無形固定資産

①ソフトウェア

　同左

 ハ　のれん及び負ののれん 

  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。

ハ　のれん及び負ののれん 

  同左

ハ　のれん及び負ののれん 

　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

(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

 イ　創立費

     同左

 ロ　株式交付費  

  支出時に全額費用としており

ます。

ロ　株式交付費  

 同左

ロ　株式交付費  

    同左

(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、当期中間

連結会計期間は貸倒実績があり

ません。

 

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。

イ　貸倒引当金 

　同左 

 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

き当中間連結会計年度負担額を

計上しております。

ロ　賞与引当金

　同左

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。

 

 ハ　賃料保証引当金

　不動産投資において売却した物

件にかかる買主への賃料保証契約

に基づく賃料保証費の支払に備え

るため、賃料保証費発生見込額を

計上しております。

 

ハ　賃料保証引当金

　  同左 

ハ　賃料保証引当金

　　同左

 

(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、中間決算

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、中間決算日の直物

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、換算差額は純資産の部

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 　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。

(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   同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

(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

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

 

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

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

ニ　ヘッジ有効性の評価 

 同左

(8）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

 

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

消費税等の会計処理 

　同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 　同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日

至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日

至　平成20年５月31日）

 
前連結会計年度

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 

（企業結合及び事業分離等に関する会計基

準）

　当中間連結会計期間より、「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18

年12月22日　企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。

────────

 

（企業結合及び事業分離等に関する会計基

準）

　当連結会計期間より、「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18

年12月22日　企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。

（投資事業組合等への出資に係る会計処理）

「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)が前期下期において公表・適

用されたため、前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、前中間連結会

計期間は、同取扱いを適用した場合に比べ、総

資産14,553百万円減少しておりますが、売上

高21百万円、営業利益171百万円、経常利益192

百万円、税金等調整前中間純利益192百万円、

中間純利益88百万円がそれぞれ増加しており

ます。

────────  

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日

至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日

至　平成20年５月31日）

　（中間連結貸借対照表）

  前中間連結会計期間末において、「連結調整勘定」として掲記され

ていたものは、当中間連結会計期間末から「負ののれん」として表示

しております。

　また、「営業権」は、前中間連結会計期間末は、無形固定資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末から「の

れん」に含めて表示しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「のれん」の金額に相当する金額は29

百万円であります。

 

　前中間連結会計期間末まで投資その他の資産に区分掲記しておりま

した「敷金保証金」（当中間連結会計期間末の残高は213百万円）、及

び流動負債に区分掲記しておりました「未払金」（当中間連結会計期

間末の残高は215百万円）は、当中間連結会計期間末において資産の総

額の100分の５以下であるため、投資その他の資産の「その他」及び流

動負債の「その他」に含めて表示することにしました。

 

　（中間連結貸借対照表）

──────────
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前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日

至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年12月１日

至　平成20年５月31日）

（中間連結損益計算書）

　前連結会計年度の下期より「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」（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９社を連結の範囲に含め

たことに伴い、前中間連結会計期間に「営業収益」とした事業に係わ

る収益を「売上高」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」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。

 

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却」として掲記され

ていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」と表示

しております。

 

（中間連結損益計算書）

　　 ──────────

　 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却」として掲記され

ていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」と表示

しております。

　また、前中間連結会計期間において、「営業権償却」として掲記され

ていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」として表示

しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　　──────────
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追加情報
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

────────── ────────── （重要な減価償却資産の減価償却の方法）

　当連結会計年度から法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　なお、この変更に伴い損益計算書に与える影

響は軽微であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）
前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度末
（平成19年11月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、28百

万円であります。

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、44百

万円であります。

 

※１．有形固定資産の減価償却累計は、36百万

円であります。

 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．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。

現金及び預金 142百万円

たな卸資産 3,213

その他 47

計 3,404百万円

 

　　　担保に供している資産は次のとおりであり

ます。

たな卸資産 37,480百万円

 

　　　担保に供している資産は次のとおりであり

ます。

現金及び預金 9百万円

たな卸資産 20,948

計 20,957百万円

 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

　長期借入金　　　　　　  2,680百万円

 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

　短期借入金　　　　　  　 3,754百円

　長期借入金　　　　　　　27,858

　なお、上記のほか賃料保証に対する担保と

して定期預金51百万円を差し入れておりま

す。

 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

　長期借入金　　　　　　18,000百万円

　なお、上記のほか賃料保証に対する担保

として定期預金75百万円を差し入れてお

ります。

※３．消費税等の取扱い

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 

 

────── ────── 

 

（中間連結損益計算書関係）
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

※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。

※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。

役員報酬 70百万円

給与手当 261

賞与引当金繰入額 13

支払手数料 105

のれん償却額 160

 

役員報酬 76百万円

給与手当 232

賞与引当金繰入額 10

支払手数料 117

 

役員報酬 143百万円

給与手当 549

賞与 111

賞与引当金繰入額 19

地代家賃 144

支払手数料 303

 
※２．───── ※２．───── ※２．関係会社株式売却益の内容は次のとお

りであります。

㈱ファインキャリア 6百万円 

 

※３．───── ※３．投資有価証券評価損の内容は次のとお

りであります。

㈱エスグラントコーポレー

ション
16百万円 

※３．投資有価証券評価損の内容は次のとお

りであります。

㈱エスグラントコーポレー

ション
29百万円 

 

※４．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。 

※４．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。 

※４．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。

工具器具及び備品 0百万円

 
工具器具及び備品 0百万円

 
工具器具及び備品 0百万円

 

 

EDINET提出書類

株式会社ファンドクリエーション(E05626)

半期報告書

42/89



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31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

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間増

加株式数（株）

当中間連結会計期間減

少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 326,888 7,520 － 334,408

合計 326,888 7,520 － 334,408

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加7,520株は、ストックオプションの行使によるものであります。

 

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

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

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 1,000 平成18年11月30日平成19年２月28日

 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

　　該当事項はありません。
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当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31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

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間増

加株式数（株）

当中間連結会計期間減

少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 335,088 800 － 335,888

合計 335,088 800 － 335,888

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加800株は、ストックオプションの行使によるものであります。

 

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

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年２月27日

定時株主総会
普通株式 167 500 平成19年11月30日平成20年２月28日

 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

　　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

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

　
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 326,888 8,200 － 335,088

合計 326,888 8,200 － 335,088

自己株式 　 　 　 　

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　　　　 

（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。

　ストックオプションの行使による増加　　　　　　　　　　　　　 8,200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

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

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 1,000平成18年11月30日 平成19年２月28日

 

　 (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

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年２月27日

定時株主総会
普通株式  167 利益剰余金 500 平成19年11月30日平成20年２月28日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間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19年５月31日現在） （平成20年５月31日現在） （平成19年11月30日現在）

現金及び預金勘定 7,905百万円

質権付普通預金 △95

質権付定期預金 △47

コールローン、現先取引 76

現金及び現金同等物 7,839百万円

 

現金及び預金勘定     3,155百万円

留保普通預金 △491

質権付定期預金 △51

コールローン 7

現金及び現金同等物     2,621百万円

 

現金及び預金勘定    4,379百万円

質権付普通預金 △9

質権付定期預金 △47

コールローン 8

現金及び現金同等物    4,330百万円

 
※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

　　㈲ケレオス・プロパティー

※２．─────　　 ※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

　　㈲ケレオス・プロパティー

流動資産

固定資産 

のれん

流動負債 

固定負債

少数株主持分 

4,133百万円

19

301

△63

△2,806

△3

㈲ケレオス・プロパティーの
取得価額

1,581百万円

 
㈲ケレオス・プロパティーの
現金及び現金同等物

 
271

 
差引：㈲ケレオス・プロ
　　　パティー取得のた
　　　めの支出

 
1,309

 

 
 

流動資産

固定資産

のれん

流動負債

固定負債

少数株主持分

4,133百万円

19

301

△63

△2,806

△3

㈲ケレオス・プロパティーの
取得価額

  1,581百万円

 
㈲ケレオス・プロパティーの
現金及び現金同等物

 
271

 
差引：㈲ケレオス・プロパ

ティー取得のための支
出

 
1,309

 
　
㈲アグライア・プロパティー及び　

㈲ミノス・プロパティー

流動資産

固定資産

のれん

流動負債

固定負債

少数株主持分

3,550百万円

19

287

△1,068

△2,733

△5

㈲アグライア・プロパ
ティー及び㈲ミノス・プロパ
ティーの取得価額

49百万円

 
㈲アグライア・プロパ
ティー及び㈲ミノス・プロパ
ティーの現金及び現金同等物

 
330

 
差引：㈲アグライア・プ　ロ

パティー及び㈲ミノス
・プロパティー取得の
ための支出

 
△280

 

　 　 
㈲アグライア・プロパティー及び

㈲ミノス・プロパティー

流動資産

固定資産

のれん

流動負債

固定負債

少数株主持分

   3,550百万円

19

287

△1,068

△2,733

△5

㈲アグライア・プロパ
ティー及び㈲ミノス・プロパ
ティーの取得価額

49百万円

 
㈲アグライア・プロパ
ティー及び㈲ミノス・プロパ
ティーの現金及び現金同等物

 
330

 
差引：㈲アグライア・プロパ

ティー及び㈲ミノス・
プロパティー取得のた
めの支出

 
△280
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 

 

 

 

 

    

    

    

    

     
 
 

 
    

 
 

    

 

 

  

 

 

 

  
 
 

 
 

  

 

㈲ネクター・プロパティー

流動資産

のれん

流動負債

固定負債

845百万円

11

△13

△830

㈲ネクター・プロパティーの
取得価額

13百万円

  
㈲ネクター・プロパティーの
現金及び現金同等物

 
56

 
差引：㈲ネクター・プロパ

ティー取得のための支
出

 △43

 
 ※３．─────  ※３. 匿名組合出資の解消により連結子会社

から除外した会社の資産及び負債の主な

内訳

　　㈲ミノス・プロパティー

※３. 匿名組合出資の解消により連結子会社

から除外した会社の資産及び負債の主な

内訳

　　㈲ペレウス・プロパティー

 流動資産

少数株主持分

3百万円

△3

㈲ミノス・プロ
パティーの現金
及び現金同等物

3

 
㈲ミノス・プロ
パティー匿名組
合出資の解消に
よる収入

△3

流動資産

少数株主持分

2百万円

△2

㈲ペレウス・プロパ
ティーの現金及び現金
同等物

2

 
㈲ペレウス・プロパ
ティー匿名組合出資の
解消による収入

△2

 
     ㈲ケレオス・プロパティー  

 流動資産

少数株主持分

3百万円

△3

㈲ケレオス・プ
ロパティーの現
金及び現金同等
物

3

 
㈲ケレオス・プ
ロパティー匿名
組合出資の解消
による収入

△3

 

 

 

 

  

 

 
 

 

※４．株式を取得したことなどにより新たに

連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳

 　㈱ファインキャリア

※４．───── ※４．株式を取得したことなどにより新たに

連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳

㈱ファインキャリア

流動資産

固定資産 

繰延資産 

のれん

流動負債 

26百万円

4

0

11

△12

㈱ファインキャリアの取得価
額

30百万円

 
㈱ファインキャリアの現金及
び現金同等物

 
10

 
差引：㈱ファインキャリア
　　　取得のための支出

 
19

 

 
 

 流動資産

固定資産

のれん

流動負債

 26百万円

4

11

△12

㈱ファインキャリアの取得価
額

30百万円

 
㈱ファインキャリアの現金及
び現金同等物

 
10

 
差引：㈱ファインキャリア取

得のための支出

 
19

　　 ㈱アートイット
流動資産

固定資産 

のれん 

流動負債 

31百万円

4

30

△4

㈱アートイットの取得価額 62百万円

 
㈱アートイットの現金及び現
金同等物

10

 
差引：㈱アートイット取得
　　　のための支出

 
51

 

　
　

 
 

　　 ㈱アートイット
流動資産

固定資産

のれん

流動負債

 31百万円

4

30

△4

㈱アートイットの取得価額 62百万円

 
㈱アートイットの現金及び現
金同等物

 
10

 
差引：㈱アートイット取得の

ための支出

　 
51
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

  ※５．─────

 

  ※５．─────

 

※５．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

㈱ファインキャリア

  流動資産

固定資産

流動負債

27百万円

10

△14

㈱ファインキャリア株式
売却益

 6

㈱ファインキャリア株式
売却額

30百万円

 
㈱ファインキャリアの現
金及び現金同等物

 
9

 
差引：㈱ファインキャリア株

式売却による収入

 
20
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31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。

　

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31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。

　

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　当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）

前中間連結会計期間末（平成19年５月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 209 206 △3

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 771 802 30

合計 981 1,009 27

　

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

（1）その他有価証券（営業投資有価証券を含む）  

非上場株式 333

非上場社債 10

その他 133

（2）子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式及び関連会社株式 91

合計 569
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当中間連結会計期間末（平成20年５月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 308 188 △119

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 1,128 1,008 △120

合計 1,436 1,196 △239

　 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

（1）その他有価証券（営業投資有価証券を含む）  

非上場株式 376

非上場社債 10

その他 242

（2）子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式及び関連会社株式 85

合計 714

 

　（注）　当中間連結会計期間において、 有価証券について79百万円（その他有価証券で時価のある株式について59百

        万円、その他有価証券で時価のない株式について19百万円）減損処理を行っております。

　　　　　なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に

　　　　は全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回収可能性等を考慮して必要と認

　　　　められた額について減損処理を行っております。また、時価のない有価証券については、その実質価値が著しく

　　　　低下した場合に必要と認められた額について減損処理を行っております。

 

前連結会計年度（平成19年11月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 204 186 △17

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 771 669 △101

合計 975 856 △118
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２．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（百万円）

（1）その他有価証券（営業投資有価証券を含む）     

非上場株式 396

非上場社債 10

その他 333

合計 740

 

　（注）　当連結会計期間において、有価証券について57百万円（その他有価証券で時価のある株式について29百万円、

　　　　その他有価証券で時価のない株式について27百万円）減損処理を行っております。

　　　　　なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に

　　　　は全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回収可能性等を考慮して必要と認

　　　　められた額について減損処理を行っております。また、時価のない有価証券については、その実質価値が著しく

　　　　低下した場合に必要と認められた額について減損処理を行っております。　

 

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

　ヘッジ会計が適用されているデリバ

ティブ取引を除き、該当事項はありま

せん。

　ヘッジ会計が適用されているデリバ

ティブ取引を除き、該当事項はありま

せん。

　なお、当中間連結会計期間期末にお

いて、ヘッジ会計が適用されるデリバ

ティブ取引は終了しております。　

　ヘッジ会計が適用されているデリバ

ティブ取引を除き、該当事項はありま

せん。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　当中間連結会計期間において、ストック・オプションを付与していないため、該当事項はありません。

  

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　当中間連結会計期間において、ストック・オプションを付与していないため、該当事項はありません。

  

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

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

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

権利行使価格（円） 625

付与日における公正な評価単価（円）  －

　（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

権利行使価格（円） 625

付与日における公正な評価単価（円） 　－

　（注）　株式分割後の株式数に換算して記載しております。
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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

権利行使価格（円） 10,000 

付与日における公正な評価単価（円） 　－ 

　 （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

権利行使価格（円） 19,500 

付与日における公正な評価単価（円）   －

　 （注）　株式分割後の株式数に換算して記載しております。
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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

権利行使価格（円） 19,500 

付与日における公正な評価単価（円） 　－ 

　（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（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

権利行使価格（円） 52,000 

付与日における公正な評価単価（円） 　－ 

　 （注）　株式分割後の株式数に換算して記載しております。
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（企業結合等関係）

　前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日） 

１．企業結合の概要

（１）取得企業の名称及び事業の内容

①㈲ケレオス・プロパティー　　不動産流動化業

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー　　不動産流動化業

（２）企業結合を行った主な理由

①㈲ケレオス・プロパティーは、同社が有する資産及び負債から生ずる利益等の大部分を実質的に当社が享受するこ

とによる当社グループのインベストメントバンク事業の拡大を目的としております。

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティーは、両社が有する資産及び負債から生ずる利益等の大部

分を実質的に当社が享受することによる当社グループのインベストメントバンク事業の拡大を目的としておりま

す。

　（３）企業結合日

平成19年２月16日

　（４）企業結合の法的形式

匿名組合出資契約の組合員の地位取得

　（５）結合後企業の名称

①㈲ケレオス・プロパティー

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

　（６）取得した議決権比率

0.0％（匿名組合出資契約により、当該会社の利益等の大部分を実質的に当社が享受できるため、連結の範囲に含め

ております。）

　２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成19年３月１日から平成19年５月31日

　３．被取得企業の取得原価及びその内訳

（１）被取得企業の取得原価

　①㈲ケレオス・プロパティー　　　　　　　　　　  1,581百万円
　②㈲アグライア・プロパティー及び
　　㈲ミノス・プロパティー 　　　　　　　　　　　 　 49百万円

（２）取得原価の内訳

　①㈲ケレオス・プロパティー

　　　　匿名組合出資取得費用　　　　　　　　　　　　  1,581百万円
取得原価 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,581百万円

　②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

　匿名組合出資取得費用 　　　　　　　　　　　　　　49百万円
　　　　取得原価 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49百万円

　　　　なお、すべて現金で取得しております。

　４．発生したのれんの金額等

　　（１）のれんの金額

　　　　①㈲ケレオス・プロパティー 　　　　　　　　　　 301百万円
　　　　②㈲アグライア・プロパティー及び　　　　
　　　　　㈲ミノス・プロパティー 　　　　　　　　　　　 287百万円
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　　（２）発生原因

　①㈲ケレオス・プロパティーの今後の事業展開によって期待される将来の収益力の価値に関連して発生したも

の。

　②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティーの今後の事業展開によって期待される将来の収益力

に関連して発生したもの。

　　　（３）償却方法及び償却期間

　　　　のれんの償却については、２年間で均等償却しています。

　５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　（１）資産の額

　　　①㈲ケレオス・プロパティー

　　　　流動資産    　　　　 4,133百万円
　　　　固定資産     　　　　　 19　　　                  
　　　　               計　  4,152百万円

      ②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

        流動資産             3,550百万円
        固定資産                19
        繰延資産                 0　　  　　　　　　　　　　　　
                       計    3,570百万円

 （２）負債の額

      ①㈲ケレオス・プロパティー

        流動負債                63百万円
        固定負債             2,806　　　  
                       計    2,869百万円

      ②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

        流動負債             1,068百万円
        固定負債             2,733　　　  
                       計    3,801百万円

 ６．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

       該当事項はありません。

７ ７．企業結合が当中間連結会計期間開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

　　　 及ぼす影響の概算額

（１）㈲ケレオス・プロパティー

      　　 売上高 　　　　　                 56百万円
       　　営業利益　　　　         　　　　 40
　　　     経常利益                          26
           税金等調整前中間純利益 　　　　　 26

           中間純利益及び１株当たり中間純利益に及ぼす影響はありません。

（２）㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

           売上高 　　　　　                 42百万円

       　　営業利益　　　　         　　　　 31
　　　     経常利益                          11
           税金等調整前中間純利益 　　　　　 11

           中間純利益及び１株当たり中間純利益に及ぼす影響はありません。

（注）１．上記情報は、必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に出資が期首時 点
に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

　　　 ２. 上記概算金額の注記は、監査証明を受けておりません。

 

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

 　該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

１．企業結合の概要
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（１）取得企業の名称及び事業の内容

①㈲ケレオス・プロパティー　　不動産流動化業

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー　　不動産流動化業

（２）企業結合を行った主な理由

①㈲ケレオス・プロパティーは、同社が有する資産及び負債から生ずる利益等の大部分を実質的に当社が享受するこ

とによる当社グループのインベストメントバンク事業の拡大を目的としております。

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティーは、両社が有する資産及び負債から生ずる利益等の大部

分を実質的に当社が享受することによる当社グループのインベストメントバンク事業の拡大を目的としておりま

す。

（３）企業結合日

平成19年２月16日

（４）企業結合の法的形式

匿名組合出資契約の組合員の地位取得

（５）結合後企業の名称

①㈲ケレオス・プロパティー

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

（６）取得した議決権比率

0.0％（匿名組合出資契約により、当該会社の利益等の大部分を実質的に当社が享受できるため、連結の範囲に含め

ております。）

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成19年３月１日から平成19年11月30日

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

（１）被取得企業の取得原価

①㈲ケレオス・プロパティー               1,581百万円
②㈲アグライア・プロパティー及び
㈲ミノス・プロパティー 　　　　　　　　　 　49万円

（２）取得原価の内訳

　①㈲ケレオス・プロパティー

      匿名組合出資取得費用 　　　　　　　　　1,581百万円
　　　取得原価 　　　　　　　　　　　　　　　1,581百万円

　　②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

　　　匿名組合出資取得費用　　　　　　　　　　  49百万円
　　取得原価 　　　　　　　　　　　　　　　　 49百万円

　　　なお、すべて現金で取得しております。
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４．発生したのれんの金額等

（１）のれんの金額

　　①㈲ケレオス・プロパティー 　　　　　　　301百万円
　　②㈲アグライア・プロパティー及び
　　　㈲ミノス・プロパティー 　　　　　　　　287百万円

（２）発生原因

①　　①㈲ケレオス・プロパティーの今後の事業展開によって期待される将来の収益力の価値に関連して発生したもの。

②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティーの今後の事業展開によって期待される将来の収益力の

価値に関連して発生したもの。

（３）償却方法及び償却期間

　　のれんの償却については、２年間で均等償却しています。

(注) 　　（注）当連結会計年度において、①㈲ケレオス・プロパティー並びに②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・

　　　　　　　 プロパティーが保有する販売用不動産を売却したことに伴い、対応するのれんを全額償却しております。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

（１）資産の額

　①㈲ケレオス・プロパティー

　　　　　流動資産　　　　　　　 4,133百万円
　　　　　固定資産 　　　　　　　　 19　　　  
                          計 　　4,152百万円

　②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

　　　　　流動資産 　　　　　　　3,550百万円
　　　　　固定資産 　　　　　　　　 19　　　  
　　　　　                計 　　3,570百万円

（２）負債の額

　　①㈲ケレオス・プロパティー

　　　    流動負債     　　　　　　 63百万円
　　　    固定負債 　　 　　　　 2,086　　　  
     　　　　　　　　　 　計 　　2,869百万円

　　②㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

　　　    流動負債 　　　　　　　1,068百万円
　　　    固定負債 　　　　　　　2,733　　　  
　　　　　　　      　　　計     3,801百万円

６．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

　　　該当事項はありません。
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 ７．企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の　

概算額

（１）㈲ケレオス・プロパティー

　　　売上高 　　　　　　　　　　　56百万円
　　　営業利益 　　　　　　　　　　40
　　　経常利益 　　　　　　　　　　26
　　　税金等調整前当期純利益 　　　26

　　　当期純利益及び１株当たり当期純利益に及ぼす影響はありません。

（２）㈲アグライア・プロパティー及び㈲ミノス・プロパティー

      売上高                  　   42百万円
　　　営業利益 　　　　　　　　　  31
　　　経常利益 　　　　　　　　　  11
　　　税金等調整前当期純利益 　　  11

　　　当期純利益及び１株当たり当期純利益に及ぼす影響はありません。

（注）１．上記情報は、必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に出資が期首時点に

行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

に行われた　　　２. 上記概算額の注記は、監査証明を受けておりません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

 

アセット
マネジメ
ント事業
 

（百万円）

インベストメント
バンク事業 その他

事業
 

（百万円）

計
 

（百万円）

消去又は
全社
 

（百万円）

連結
 

（百万円）

不動産投
資等部門
 

（百万円）

証券投資
等部門
 

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 571 9,002 45 55 9,674 － 9,674

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
11 － － 1 12 △12 －

計 583 9,002 45 56 9,687 △12 9,674

営業費用 402 7,225 82 101 7,812 302 8,114

営業利益（又は営業損失△） 180 1,777 △37 △44 1,875△315 1,560

　（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等

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

 

前中間連結会計期間
（自平成18年12月１日
至平成19年５月31日）
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額
302

総務・経理部門等の管理部門に係る費用、

事務所家賃

 

 　　 　４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載の通り、前連結会計年度の下期より「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）を適用しております。これにより、特別目的会社等９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、売上高が

7,406百万円、営業利益が247百万円増加しております。
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当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

 

アセット
マネジメ
ント事業
 

（百万円）

インベストメント
バンク事業 その他

事業
 

（百万円）

計
 

（百万円）

消去又は
全社
 

（百万円）

連結
 

（百万円）

不動産投
資等部門
 

（百万円）

証券投資
等部門
 

（百万円）

売上高                          

(1）外部顧客に対する売上高 834 999 △13 103 1,924 － 1,924

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
33 － － 1 34 △34 －

計 868 999 △13 104 1,958 △34 1,924

営業費用 403 1,089 58 135 1,687 211 1,898

営業利益（又は営業損失△） 463 △90 △71 △30 271 △245 25

　（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等

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

 

当中間連結会計期間
（自平成19年12月１日
至平成20年５月31日）
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額
211

総務・経理部門等の管理部門に係る費用、

事務所家賃
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前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　

アセット
マネジメ
ント事業
 

（百万円）

インベストメント
バンク事業 その他

事業
 

（百万円）

計
 

（百万円）

消去又は
全社
 

（百万円）

連結
 

（百万円）

不動産投
資等部門
 

（百万円）

証券投資
等部門
 

（百万円）

Ⅰ．売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 1,29513,133△29 162 14,562 － 14,562

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
31 － － 1 33 △33 －

計 1,32713,133△29 163 14,595△33 14,562

営業費用 840 11,035 137 274 12,288 521 12,809

営業利益（又は営業損失） 486 2,098△166 △111 2,307△554 1,752

　（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521百万円であり、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。
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【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が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。

 

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が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。

 

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が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】

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　海外売上高は、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。

 

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　海外売上高は、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。

 

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　海外売上高は、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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１株当たり純資産額 21,795.02円

１株当たり中間純利益

金額
2,313.76円

 

１株当たり純資産額 18,899.61円

１株当たり中間純損失

金額
1,528.64円

 

１株当たり純資産額 21,093.20円

１株当たり当期純利益

金額
1,884.83円

 
潜在株式調整後

　1株当たり中間純利益

　金額　　　　　　　　　2,206.23円

　当社は、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。

　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中間連結会計期

間における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。

　なお、潜在株調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式は存在

するものの中間純損失を計上している

ため記載しておりません。　

 潜在株式調整後

　1株当たり当期純利益

　金額　　　　　　　　  1,812.69円

　

　

前中間連結会計期間  

１株当たり純資産額 4,672.12円 

１株当たり中間純利

益金額
236.42円 

 

 

    

     
 

  

      

      
　　　　　　　　         

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権の

残高はありますが、当社株式は前中間

連結会計期間末においては非上場であ

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。

　  

 

　（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円）
766 △513 627

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）

（百万円）

766 △513 627

期中平均株式数（株） 331,293 335,625 332,935

    

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 16,147 － 13,249

（うち、新株予約権） (16,147) － (13,249)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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１種類（新株
予約権の数883個）

－ 

　

EDINET提出書類

株式会社ファンドクリエーション(E05626)

半期報告書

64/89



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１　匿名組合出資の返還

　平成19年６月29日に、当社連結子会社である

㈲ヘレネ・プロパティーは、同社が匿名組合

出資を行うことによって当社連結子会社と

なっていた㈲ペレウス・プロパティー（以下

「ペレウス」という）より、当該匿名組合出

資の返還及びその分配を受けました。この結

果、ペレウスは当社連結子会社に該当しなく

なりました。

１ 自己株式取得

　平成20年７月25日開催の取締役会において会社法

第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事

項を決議いたしました。

（1）自己株式の取得を行う理由

　経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施

策を機動的に遂行することを可能とするために自

己株式の取得を行うものであります。

（2）取得に係る事項の内容

　①取得対象株式の種類　　当社普通株式

　②取得する株式の総数　　10,000株

　（発行済株式総数（自己株式を除く。）に

　　対する割合2.9％）

　③株式の取得価額の総額  100百万円（上限）

　④自己株式取得の日程

　　平成20年７月28日から平成20年10月27日

（ご参考）

　平成20年７月25日時点の自己株式保有

　発行済株式総数（自己株式を除く）　335,888株

　自己株式数　　　　　　　　　　　　　　 －株

 

 １　─────

２　匿名組合出資の実施

　平成19年７月19日に当社の連結子会社であ

る有限会社アグライア・プロパティーがカネ

ル・プロパティー合同会社に対し匿名組合出

資を行ったため、カネル・プロパティー合同

会社が当社の連結子会社に該当することとな

りました。

２　─────  ２　─────
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（２）【その他】

 該当事項はありません
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　

  
前中間会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           
Ⅰ　流動資産           
１．現金及び預金  4,392   1,129   2,417   
２．売掛金  56   96   122   
３．有価証券  350   251   283   
４．たな卸資産 ※３ －         1,528         －         
５．営業投資有価証券  325   468   516   
６．関係会社短期貸付
金

 60   1,630   1,630   

７．その他 ※２ 218   216   306   
　　貸倒引当金  △6   －      －   
流動資産合計   5,39655.9  5,31949.0  5,27656.1

Ⅱ　固定資産     
 
 

        

１．有形固定資産 ※１ 66  0.7 60     0.5 62  0.7
２．無形固定資産  17  0.2 7  0.1 7  0.1
３．投資その他の資産              
(1）投資有価証券  910   1,060      775   
(2）関係会社有価証
券

 2,840   3,193      1,787　　      

(3）関係会社長期貸
付金

 －   641      1,075   

(4）繰延税金資産  －   729      －   
(5）その他  591   278   691   
　　投資損失引当金  △174   △412      △258   

貸倒引当金  －   △12         △12   
投資その他の資産
合計

 4,168  43.2 5,478  50.4 4,059  43.1

固定資産合計   4,25344.1  5,54551.0  4,12843.9
資産合計   9,649100.0  10,865100.0  9,405100.0
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前中間会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           
Ⅰ　流動負債           
１．短期借入金  1,505   813   1,749   
２．１年以内返済予定
の長期借入金

 125   57   95   

３．未払法人税等  613   4   90   
４．賞与引当金  10   6   9   
５．賃料保証引当金  51   32   51   
６．その他 ※２ 118   316   119   
流動負債合計   2,42425.1  1,23011.3  2,11522.5

Ⅱ　固定負債           
１．長期借入金 ※３ 75   3,404   340   
２．その他  －         37         －         
固定負債合計   75 0.8  3,44131.7  340 3.6
負債合計   2,49925.9  4,67243.0  2,45526.1

           
（純資産の部）           
Ⅰ　株主資本                 
１．資本金   1,64917.1  1,65915.3  1,65517.6
２．資本剰余金           
(1）資本準備金  1,711   1,722   1,718   
資本剰余金合計   1,71117.7  1,72215.8  1,71818.3

３．利益剰余金           
(1）利益準備金  32   49   32   
(2）その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  3,742   2,871   3,605   
利益剰余金合計   3,77439.1  2,92126.9  3,63838.7
株主資本合計   7,13573.9  6,30358.0  7,01174.6

Ⅱ　評価・換算差額等           
１．その他有価証券評
価差額金

  14 0.2  △110△1.0  △62△0.7

評価・換算差額等合
計

  14 0.2  △110△1.0  △62△0.7

純資産合計   7,15074.1  6,19357.0  6,94973.9
負債純資産合計   9,649100.0  10,865100.0  9,405100.0
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②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   1,932100.0  595 100.0  2,326100.0
Ⅱ　営業費用           
 　   営業投資損益  －         829         －         

営業手数料  31   49   70   
販売費及び
一般管理費

 509     28.0 445 1,325222.7 1,024 1,09547.1

営業利益又は営業
損失(△) 

     1,39272.0     △730△122.7     1,23152.9

Ⅲ　営業外収益 ※１  25 1.3  86 14.4  120 5.2
Ⅳ　営業外費用 ※２  21 1.1  76 12.8  47 2.0

経常利益又は経常
損失（△）

  1,39672.2  △720△121.1  1,30456.1

Ⅴ　特別利益   － －  － －  － －
Ⅵ　特別損失 ※３  52 2.7  171 28.8  172 7.4

税引前中間(当期)
純利益又は税引前
中間純損失(△）

  1,34369.5  △891△149.9  1,13148.7

法人税、住民税及び
事業税

 600   7      665   

法人税等調整額  △36 564 29.2 △349 △341△57.5 △176 489 21.1
中間(当期)
純利益又は中間純
損失(△)

  779 40.3  △549△92.4  642 27.6
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合
計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

平成18年11月30日
残高（百万円）

1,627 1,690 1,690 － 3,322 3,322 6,640 △8 △8 6,631

中間会計期間中の変動
額

          

  新株の発行 21 21 21 － － － 42 － － 42
利益準備金の積立 － － － 32 △32 － － － － －
剰余金の配当 － － － － △326 △326 △326 － － △326
中間純利益 － － － － 779 779 779 － － 779
株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

－ － － － － － － 23 23 23

中間会計期間中の変動
額合計（百万円）

21 21 21 32 419 452 495 23 23 518

平成19年５月31日
残高（百万円）

1,649 1,711 1,711 32 3,742 3,774 7,135 14 14 7,150

 

 

当中間会計期間（自平成19年12月１日　至平成20年５月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合
計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

平成19年11月30日
残高（百万円）

1,655 1,718 1,718 32 3,605 3,638 7,011 △62 △62 6,949

中間会計期間中の変動
額

          

  新株の発行 4 4 4 － － － 8 － － 8
利益準備金の積立 － － － 16 △16 － － － － －
剰余金の配当 － － － － △167 △167 △167 － － △167
中間純損失 － － － － △549 △549 △549 － － △549
株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

－ － － － － － － △48 △48 △48

中間会計期間中の変動
額合計（百万円）

4 4 4 16 △733 △717 △708 △48 △48 △756

平成20年５月31日
残高（百万円）

1,659 1,722 1,722 49 2,871 2,921 6,303 △110 △110 6,193
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年12月１日　至平成19年11月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合
計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

平成18年11月30日
残高（百万円）

1,627 1,690 1,690 － 3,322 3,322 6,640 △8 △8 6,631

事業年度中の変動額           
  新株の発行 27 27 27 － － － 55 － － 55
利益準備金の積立 － － － 32 △32 － － － － －
剰余金の配当 － － － － △326 △326 △326 － － △326
当期純利益 － － － － 642 642 642 － － 642
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

－ － － － － － － △53 △53 △53

事業年度中の変動額合
計（百万円）

27 27 27 32 283 315 371 △53 △53 318

平成19年11月30日
残高（百万円）

1,655 1,718 1,718 32 3,605 3,638 7,011 △62 △62 6,949
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）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)

 

(1）有価証券

イ　売買目的有価証券

  同左

 

(1）有価証券 

イ　売買目的有価証券

　同左

  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

 

ロ　子会社株式及び関連会社株式

 　同左

 

 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

　中間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。

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

  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

 ②　時価のないもの

同左

  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、「営業収

益」に計上するとともに同額

を「関係会社有価証券」に加

減しております。

 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「関係会社有価証券」

に加減しております。

 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

業収益」に計上するとともに

同額を「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  その他

   　同左

 

 ②  その他

    同左

 (2）デリバティブ

時価法

 

 

(2）デリバティブ

同左

 

(2）デリバティブ

 　　同左

 

 ─────

 

(3）たな卸資産

 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、減価償却費を営業手数

料に計上しております。

　また、当該資産の主な耐用年

数は31年～35年であります。

─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

２．固定資産の減価償却の方

法

イ　有形固定資産

定率法

　ただし、建物（附属設備は除

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

 

(会計方針の変更）

　当中間会計期間から法人税法

の改正に伴い、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資

産については、改正法人税法に

規定する償却方法により、減価

償却費を計上しております。

　なお、この変更に伴い損益計

算書に与える影響は軽微であ

ります。　

 

イ　有形固定資産

定率法

　ただし、建物（附属設備は除

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

 

　

 

イ　有形固定資産 

  定率法

 　　ただし、建物（附属設備は除

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

 

(会計方針の変更）

　当事業年度から法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産に

ついては、改正法人税法に規定

する償却方法により、減価償却

費を計上しております。

　なお、この変更に伴い損益計

算書に与える影響は軽微であ

ります。 　

 ロ　無形固定資産

①  ─────

　

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

よっております。

ロ　無形固定資産

①　ソフトウェア

   同左 

  　 ②  のれん

　効果が発現すると見積もら

れる期間（３年）で定額法

により償却しております。

 

 　 ②  ─────

　 

②　のれん

　３年間で均等償却しており

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

３．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、当中間会計期間は貸

倒実績はありません。

 

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。

イ　貸倒引当金 

　同左

 ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、賞与支給見込

額に基づき当中間会計期間の負

担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

　同左

ロ　賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支給見

込額に基づき当事業年度の負担

額を計上しております。

 

 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。

 

ハ　投資損失引当金

　同左

 

ハ　投資損失引当金 

　同左

 

 ニ　賃料保証引当金

　不動産投資において売却した物

件にかかる買主への賃料保証契

約に基づく賃料保証費の支払に

備えるため、賃料保証費発生見込

み額を計上しております。

ニ　賃料保証引当金

　同左

ニ　賃料保証引当金

　同左

４．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 　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

５．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

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

 

 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

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

ニ　ヘッジ有効性の評価 

　　同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

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

消費税等の会計処理

 同左

 

EDINET提出書類

株式会社ファンドクリエーション(E05626)

半期報告書

75/89



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 （企業結合及び事業分離等に関する会計基

準）

 　当中間会計期間より、「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計

基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会　最終改正平成18年12月22日

　企業会計基準適用指針第10号）を適用してお

ります。

　───── 

 

 （企業結合及び事業分離等に関する会計基

準）

　 当事業年度より、「企業結合に係る会計基

準」(企業会計審議会　平成15年10月31日)及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準

第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会　最終改正平成18年12月22日　企

業会計基準適用指針第10号）を適用しており

ます。
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表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成18年12月１日

至　平成19年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年12月１日

至　平成20年５月31日）

　「投資有価証券」は、前中間会計期間末まで投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資

産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は93百万円であり

ます。

　前中間会計期間末まで投資その他の資産に区分掲記しておりました

「敷金保証金」（当中間会計期間末の残高は143百万円）は、当中間会

計期間末において資産の総額の100分の5以下となったため、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示することにしました。

「たな卸資産」は、前中間会計期間末まで流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の

100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「たな卸資産」の金額は0百万円でありま

す。

　「繰延税金資産」は、前中間会計期間末まで固定資産の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「繰延税金資産」の金額は93百万円であり

ます。

　「営業収益」は、前中間会計期間において当社がインベストメントバ

ンク事業として匿名組合出資を行っている不動産所有SPC及び不動産

開発型SPCに対する投資及び上場、未上場株式などの証券に対する投資

等に係る営業投資損益(純額)を含めて表示しておりましたが、営業利

益だけでなく営業損失の場合も生ずるため、より適確に会社の実態を

表すために、当中間会計期間から営業投資損益の純額が利益の場合は

「営業収益」に含めて、損失の場合は営業費用の「営業投資損益」に

計上することに変更しました。

　なお、前中間会計期間の営業収益に含まれる営業投資損益の金額は

1,619百万円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）
前中間会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成19年11月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 19百万円

 
 30百万円

 
 25百万円

 
   

※２．消費税等の取扱い

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示しておりま

す

※２．消費税等の取扱い

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相　殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 ※２．─────

 

※３. ───── 

 

※３. 担保資産及び担保付債務　

　たな卸資産 1,528百万円　

 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

　長期借入金　　　　　 1,550百万円

　　

※３. ───── 

 

 

　４．保証債務

　　　下記の連結子会社について、金融機関から

の借入れに対して債務保証を行っていま

す。

  

セドル・プロパティー(同) 1,641百万円

ペトリュス・プロパティー(同) 2,369

オーブリヨン・プロパティー(同) 1,290

ラトゥール・プロパティー(同) 1,696

ラフィット・プロパティー(同) 768

計 7,764百万円

 

 

（中間損益計算書関係）
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 12百万円

受取配当金 　9

 

受取利息 58百万円

受取配当金 10

 

受取利息 77百万円

受取配当金 39

 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 21百万円

 

支払利息 26百万円

 

支払利息 44百万円

 

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

投資損失引当金繰入額 46百万円

貸倒引当金繰入 6 

 

投資損失引当金繰入額 154百万円

投資有価証券評価損 16

 

関係会社株式評価損 130百万円

投資有価証券評価損額 29

貸倒引当金繰入 12

 

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 4百万円

無形固定資産 10

 

有形固定資産 4

無形固定資産 0

 

有形固定資産 10百万円

無形固定資産 20
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（リース取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31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。

 

当中間会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31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。

 

前事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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）

前中間会計期間末（平成19年５月31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。

 

当中間会計期間末（平成20年５月31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。

 

前事業年度（平成19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。

 

（企業結合等関係）

　前中間会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　中間連結財務諸表注記事項の（企業結合等関係）に記載のとおりであります。　

 

　当中間会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。　

 

前事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　連結財務諸表注記事項の（企業結合等関係）に記載のとおりであります。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１株当たり純資産額 21,382.19円

１株当たり中間純利益

金額
2,352.05円

 

１株当たり純資産額 18,439.53円

１株当たり中間純損失

金額
1,637.40円

 
 

１株当たり純資産額 20,740.28円

１株当たり当期純利益

金額
1,930.15円

 

潜在株式調整後

1株当たり中間純利益

金額　　　　　　  　　　2,242.74円

当社は、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。

　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中間会計期間に

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。

　なお、潜在株調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式は存在

するものの中間純損失を計上している

ため記載しておりません。

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

金額　　　　　　　      1,856.28円

 

　

前中間会計期間  

１株当たり純資産額 4,093.09円

１株当たり中間純利

益金額
294.86円

 

  

     

     
 

  

     

     
 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権の

残高はありますが、前中間会計期間末

においては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。

　  

 

（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

中間（当期）純利益又は中間純損失(△)

（百万円）
779 △549 642

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間純損失(△)

（百万円）

779 △549 642

期中平均株式数（株） 331,293 335,625 332,935

    

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（百万円）  － － －

普通株式増加数（株） 16,147 － 13,249

（うち、新株予約権）  (16,147) － (13,249)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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１種類（新株
予約権の数883個）

－
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 　　　　　───── １　会社分割　

　当社グループは、金融商品取引法に対応

し、より厳密なコンプライアンス体制の構

築と不動産関連事業領域の更なる拡大のた

め、平成20年７月１日をもって、ファンドク

リエーション・アール・エム(株)に不動産

に係るアセットマネジメント事業（投資助

言・代理業に係る事業は除く）を分割継承

することといたしました。

会社分割の要旨

（1）会社分割の日程

　分割決議取締役会　平成20年４月25日（金）

　分割契約締結　 　 平成20年４月25日（金）

  分割の効力発生日　平成20年７月１日（火）

　※当社においては、会社法784条第３項の

規定による簡易分割により、また、ファンド

クリエーション・アール・エム(株)におい

ては会社法第796条第１項本文の規定によ

る略式分割により、それぞれ株主総会の承

認を得ることなく本件分割を行います。

（2）継承会社の概要 

 (1)商号 
 

 

 ファンドクリエーショ

 ン・アール・エム(株)

 (2)主な事業内容 
 アセットマネジメント事

業

 (3)設立年月日   平成19年９月20日

 (4)本店所在地 
 

 

 東京都港区六本木

 六丁目10番１号 

 (5)
代表者の役職

・氏名

 

 

 代表取締役社長　

 伊藤　悠一 

 (6)資本金の額   200百万円 

 (7)
発行済株式総

数 
  20,000株 

 (8)純資産   196百万円（個別） 

 (9)総資産   198百万円（個別） 

 (10)
事業年度の末

日 
  11月30日

 (11)
大株主及び持

株比率 

 

 

 当社：（分割会社）

 100.0％ 

 （3）分割する部門の経営成績

  継承部門(a)
 平成19年11期月

実績(b)
 比率(a/b)

 売上高  319百万 2,326百万 13.7％

 　　　　　─────
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前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 　　　　　───── ２　自己株式取得

　平成20年７月25日開催の取締役会において会社法

第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事

項を決議いたしました。

（1）自己株式の取得を行う理由

　経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施

策を機動的に遂行することを可能とするために自

己株式の取得を行うものであります。

（2）取得に係る事項の内容

　①取得対象株式の種類　　当社普通株式

　②取得する株式の総数　　10,000株

　（発行済株式総数（自己株式を除く。）に

　　対する割合2.9％）

　③株式の取得価額の総額  100百万円（上限）

　④自己株式取得の日程

　　平成20年７月28日から平成20年10月27日

（ご参考）

　平成20年７月25日時点の自己株式保有

　発行済株式総数（自己株式を除く）　335,888株

　自己株式数　　　　　　　　　　　　　　 －株

 　　　　　─────
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（２）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期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）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第５期）（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）平成20年２月28日関東財務局長に提出。

 

(2）臨時報告書

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づく臨時

報告書であります。平成20年４月25日関東財務局長に提出。

 

(3）臨時報告書の訂正報告書

 　 　上記(2)の訂正報告書であります。平成20年５月23日関東財務局長に提出

 

(4）臨時報告書

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時

報告書であります。平成20年５月29日関東財務局に提出　
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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。
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独立監査人の中間監査報告書

 

 平成19年８月24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　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 寺　田　　昭　仁　　印

 

  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18年12月１日から平成19年11月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年12

月1日から平成19年５月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

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19年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成18年12月１日から平成19年５月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

　　 社）が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 

 平成20年８月27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　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 寺　田　　昭　仁　　印

 

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年12月１日から平成20年11月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成19年12月1日から平成20年５月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

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20年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成19年12月１日から平成20年５月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

　　 社）が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 

 平成19年８月24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　　印

 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 寺　田　　昭　仁　　印

 

　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18年12月１日から平成19年11月30日までの第５期事業年度の中間会計期間（平成18年12月

１日から平成19年５月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間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中

間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ファンドクリエーションの平成19年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年

12月１日から平成19年５月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

　　 社）が別途保管しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ファンドクリエーション(E05626)

半期報告書

88/89



独立監査人の中間監査報告書

 

 平成20年８月27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　　印

 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 寺　田　　昭　仁　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年12月１日から平成20年11月30日までの第６期事業年度の中間会計期間（平成

19年12月１日から平成20年５月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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

場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ファンドクリエーションの平成20年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年

12月１日から平成20年５月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、中間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（半期報告書提出会

　　 社）が別途保管しております。
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