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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５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期

会計期間

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20年
12月１日
至平成21年
５月31日

自平成18年
12月１日
至平成19年
11月30日

自平成19年
12月１日
至平成20年
11月30日

売上高 (百万円) 9,674 1,924 583 14,562 3,407

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 1,353 △896 △176 1,073 △2,733

中間（当期）純利益又は中間

（当期）純損失（△）
(百万円) 766 △513 △175 627 △5,252

純資産額 (百万円) 7,469 7,382 1,698 8,086 1,863

総資産額 (百万円) 15,736 47,803 11,890 32,272 11,159

１株当たり純資産額 (円) 21,795.0218,899.614,918.2821,093.205,264.37

１株当たり中間（当期）純利

益金額又は1株当たり中間

（当期）純損失金額（△）

(円) 2,313.76△1,528.64△523.801,884.83△15,676.74

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 － － 1,812.69 －

自己資本比率 (％) 46.3 13.3 13.9 21.9 15.7

営業活動によるキャッシュ・

フロー
(百万円) 5,561 △17,082 △229 △14,421△17,756

投資活動によるキャッシュ・

フロー
(百万円) △2,042 △869 117 △1,979 △144

財務活動によるキャッシュ・

フロー
(百万円) △4,814 16,243 △209 11,606 15,913

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
(百万円) 7,839 2,621 1,028 4,330 1,350

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(人)

102

(2)

93

(4)

68

(2)

97

(3)

94

(4)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第６期中及び第７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。第６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、当期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。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期

会計期間

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20年
12月１日
至平成21年
５月31日

自平成18年
12月１日
至平成19年
11月30日

自平成19年
12月１日
至平成20年
11月30日

営業収益 (百万円) 1,932 595 196 2,326 851

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 1,396 △720 △116 1,304 △2,178

中間（当期）純利益又は中間

（当期）純損失（△）
(百万円) 779 △549 △215 642 △5,218

資本金 (百万円) 1,649 1,659 1,659 1,655 1,659

発行済株式総数 (株) 334,408335,888335,888335,088335,888

純資産額 (百万円) 7,150 6,193 1,447 6,949 1,610

総資産額 (百万円) 9,649 10,865 3,438 9,405 4,038

１株当たり純資産額 (円) 21,382.1918,439.534,308.9720,740.284,834.62

１株当たり中間（当期）純利

益金額又は1株当たり中間

（当期）純損失金額（△）

(円) 2,352.05△1,637.40△642.111,930.15△15,576.20

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 － － 1,856.28 －

１株当たり配当額 (円) － － － 500.00 －

自己資本比率 (％) 74.1 57.0 42.1 73.9 39.9

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
(人)

57

 (－)

52

 (3)

30

 (1)

55

 (1)

38

 (3)

　（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２．第６期中及び第７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。第６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、当期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。
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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14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、金融商品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、その他事業で美術品投資などを行っ

ておりましたファインアートインベストメント株式会社の株式を売却いたしました。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】

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
資本金又は
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）　
ファインアートインベス
トメント株式会社
　 

東京都
港区

170
その他事業
（現代美術品投資業）

60.8

(役員の兼務)
　２人
(取引関係)
　 金銭の貸付

株式会社アートイット
 　

東京都
港区 

61
その他事業
（出版業）

91.1
(55.4)

(役員の兼務) 
  １人
(取引関係)
   －

FCアントレプレナーファ

ンド

　

東京都 

港区 
－

インベストメントバンク事業

 （証券投資等）

100.0

(100.0)

(役員の兼務)  

  －

(取引関係) 

 　委託者

(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
その他事業

 （現代美術品投資）

26.6

(13.3)

(役員の兼務) 

　－ 

(取引関係) 

　 投資アドバイザー

　 サービスの提供 
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21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 50 (1) 

インベストメントバンク事業 6 (-) 

全社（共通） 12 (1) 

合計 68 (2) 

　（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21年５月31日現在

従業員数（人） 30  (1)

　（注）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。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。

  

(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（平成20年12月１日～平成21年５月31日）における国内経済は、世界的な金融危機に伴う金融

市場の混乱を受けて株式市場が急落し、外国為替市場も急激な円高が進行しました。さらに、企業業績の大幅な悪化か

ら、雇用不安の拡大、個人消費の低迷等、実体経済に与える影響も深刻なものとなりました。

　当社グループの主要事業である不動産ファンド業界では、不動産関連企業の破綻が相次ぐ等、依然として当社グルー

プを取り巻く事業環境は厳しい状況にあります。当社グループでは、このような厳しい局面に対応するべく、グループ

会社としての一体的かつ効率的な経営を更に高めるため、平成21年５月１日付で株式移転により持株会社である「株

式会社ファンドクリエーショングループ」を設立いたしました。今後、同社を中心として機動的な資本・業務提携戦略

を推進するとともに、グループ経営の合理化・効率化を一層図ることによって早期の業績回復を目指してまいります。

　こうした状況下、当社グループでは、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

を展開いたしました。

　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」といいます）は、不動産市況低迷の影響を受け

て解約申込みが多数に上りました。そうした状況に鑑み、全組入れ物件について早期売却を前提とした評価額を再取得

したため、純資産価格は大幅に下落しました。証券ファンドにつきましては、世界的な株式市場の低迷の影響等を受け

ました。これらにより、当社グループのファンド運用資産残高は、平成20年11月対比で213億円減少の686億円（一部円

換算US＄1.00＝96.48円）となりました。また、不動産等の受託資産残高は、ファンド組入れ物件の売却を行ったこと等

により平成20年11月対比で151億円減少の1,307億円（一部円換算US＄1.00＝96.48円）となりました。

　一方、インベストメントバンク事業のうち、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特別目

的会社（SPC）等が所有している不動産物件からの不動産賃貸収入等を計上いたしました。また、証券投資等部門では、

金融商品仲介業を行いました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は583百万円（前年同期比69.7％減）、営業損失95百万円（前中間連結会計

期間は25百万円の営業利益）、経常損失176百万円（同896百万円の経常損失）、中間純損失175百万円（同513百万円の

中間純損失）となりました。

 

  (アセットマネジメント事業）

　当中間連結会計期間におけるアセットマネジメント事業は、ファンドクリエーション・アール・エム株式会社におい

て「レジット」組入れ物件等の売却に伴うディスポーザルフィー50百万円、不動産ファンドからのアセットマネジメ

ントフィー90百万円、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50

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内国投資信託の信託報酬等61百万円、FC Investment

Ltd.における管理報酬34百万円を計上いたしました。

　この結果、アセットマネジメント事業における売上高は390百万円（前年同期比53.3％減）、営業利益は85百万円（同

81.5％減）となりました。

　 

  (インベストメントバンク事業）

　当中間連結会計期間におけるインベストメントバンク事業は、不動産投資等部門では、株式会社ファンドクリエー

ション及び当社グループが匿名組合出資を行っている特別目的会社（SPC）等が所有する不動産物件からの不動産家

賃収入等154百万円を計上いたしました。証券投資等部門では、株式会社FCインベストメント・アドバイザーズにおい

て金融商品仲介業による収益13百万円を計上いたしました。　

　この結果、インベストメントバンク事業における売上高は178百万円（前年比81.9％減）、営業利益は９百万円（前中

間連結会計期間は161百万円の営業損失）となりました。

  

 （その他事業）

　当中間連結会計期間におけるその他の事業は、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。なお、平成21年２月27日付で株式会社ファンドクリエーションが保有するファインアー

トインベストメント株式会社の全株式を売却いたしましたので、ファンインアートインベストメント株式会社及びそ

の子会社である株式会社アートイットは、当社グループの連結対象から除外となりました。

　この結果、その他事業における売上高は14百万円（前年同期比85.8％減）、営業利益10百万円（前中間連結会計期間

は30百万円の営業損失）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」といいます）は、税金等調整前中間純損失が191百

万円（前中間連結会計期間は914百万円の純損失）であり、利息の支払があったこと等により、当中間連結会計期間末

には1,028百万円（前年同期比60.8％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）

　営業活動によって減少した資金は、229百万円（前中間連結会計期間は17,082百万円の減少）となりました。 　

　これは主に税金等調整前中間純損失191百万円（前中間連結会計期間は914百万円の税金等調整前中間純損失）が計

上されたこと及び利息の支払等によるものであります。

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に獲得された資金は、117百万円（前中間連結会計期間は869百万円の減少）となりました。

　これは主に子会社株式の売却による収入37百万円及び差入保証金の回収による収入53百万円があったこと等による

ものであります。

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によって減少した資金は、209百万円（前中間連結会計期間は16,243百万円の獲得）となりました。

　これは主に短期借入による収入481百万円（前年同期比95.4％減）があった一方で、短期借入の返済による支出675百

万円（同85.8％減）及び長期借入金の返済による支出16百万円（同86.0％減）があったこと等によるものでありま

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20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前年同期比（％）

 その他事業（百万円） 8 52.6

合計（百万円） 8 52.6

　（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20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前年同期比（％）

 その他事業（百万円） 0 0.1

合計（百万円） 0 0.1

　（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20年12月１日
至　平成21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） 390 46.7

インベストメントバンク事業（百万円） 178 18.1

その他事業（百万円） 14 14.2

合計（百万円） 583 30.3

　（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。なお、当中間連結会計期間の総販売実績に対する販売実績の割合が

10％以上の相手先はありません。

相手先

前中間連結会計期間
（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21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 － －

　（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19年12月１日
至　平成20年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21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）１．６．
31,832 32,998 35,002 34,496 8,864 8,455

ジェイグランド

（注）２．６．
1,891 1,691 1,492 1,034 136 130

チャイナ１号※

（注）３．
637 489 427 268 228 232

チャイナ２号※

（注）４．
639 472 389 214 191 183

チャイナ３号

（注）５．
2,132 1,967 1,057 967 824 703

合計 37,134 37,620 38,369 36,981 10,246 9,704

　（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。

６．レジット、ジェイグランドにつきましては、平成20年11月に純資産価格の決定を停止いたしましたので、平成

20年11月度の運用資産残高は平成20年10月分を記載しております。 

※単位型のため、募集は現在行っておりません。

 

　　　②内国証券投資信託（不動産ファンド）の運用資産残高 

 
前連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21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）

べスプロ

（注）１．２．
－ － 1,722 1,523 509 474

合計 － － 1,722 1,523 509 474

　（注）１．ベストプロパティー・インカム（毎月分配型）（「べスプロ」）は平成20年７月に運用を開始しました。

２．平成21年２月度につきましては、参考基準価額を用いて運用資産残高を記載しております。
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 　　 ③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19年12月１日
至　平成20年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21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）
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）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。 

 

④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19年12月１日
至　平成20年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21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．
2,733 1,651 1,373 1,033 732 495

好配当利回り中国株

（注）２．
5,756 6,386 6,190 4,842 6,537 10,483

アジア中小型株

（注）３．
1,111 953 677 356 344 516

中国A株１号

（注）４．
1,169 817 523 329 330 －

中国A株２号

（注）５．
1,991 1,329 775 491 490 552

中国A株３号

（注）６．
2,817 2,256 1,641 1,225 1,410 1,869

上場期待中国株A

（注）７．
1,446 1,058 733 326 323 513

上場期待中国株B 

（注）８．
2,924 3,067 2,740 1,657 1,677 2,447

ベトナム

（注）９．
7,968 6,548 6,929 4,012 3,556 4,754

タイ 

（注）10． 
4,037 3,227 2,460 1,246 1,223 1,455

フィリピン 

（注）11． 
1,140 831 702 372 344 384

中国ナンバーワン

（注）12．
6,747 5,816 4,552 2,782 2,744 2,916

インドネシア

（注）13． 
3,027 2,847 1,872 765 696 942

中国国策 

（注）14． 
－ 2,203 2,013 1,184 1,069 932

アジア資源株 

（注）15． 
－ － 1,646 1,046 838 955

コモディティ

（注）16． 
－ － － 779 714 735

私募投資信託 404 406 3,666 2,013 1,521 1,644

合計 43,275 39,402 38,501 24,467 24,556 31,598

　（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（「好配当利回り中国株」）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、平成21年５

月に償還しました。
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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。（平成20年12月1日よりFC C　上場期待中国株ファンド（クラスA受益証

券）に名称を変更いたしました）

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。（平成20年12月1日よりFC C　上場期待中国株ファンド（クラスB受益証

券）に名称を変更いたしました）

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．FC T トラスト－大福－アイザワ　中国ナンバーワン（「中国ナンバーワン」）は平成19年６月に運用を開

始しました。

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

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．FC Sトラスト－申銀萬國　アジア資源株ファンド（「アジア資源株」）は平成20年６月に運用を開始しまし

た。（平成20年12月1日よりFC Sトラスト　アジア資源株ファンドに名称を変更いたしました） 　 

16．FC Sトラスト－プラザコモディティファンド－[ロジャーズ国際商品指数TM]（「コモディティ」）は平成20

年９月に運用を開始しました。　　　　　  

17．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、アジア資源株、コモディティ）は月末の為替レート（TTM)を使用しております。

　

平成20年２月 平成20年５月 平成20年８月 平成20年11月

104.78円 105.75円 109.36円 95.54円

平成21年２月 平成21年５月   

97.81円 96.48円   
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⑤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19年12月１日
至　平成20年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21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．
4,316 4,186 3,517 2,707 2,289 2,229

山田ジャパン

（注）２．
242 229 198 154 136 －

古橋オリジナル

（注）３．
3,161 3,122 2,556 2,736 2,447 2,661

黒田アクティブアルファ

（注）４．
424 442 401 342 331 365

カナダ資源株 

（注）５．
3,646 3,573 2,555 1,129 1,089 1,374

私募投資信託 6,278 6,301 6,111 4,999 4,954 5,307

合計 18,068 17,856 15,341 12,070 11,249 11,937

　（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、平成21年4月に償還しま

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。

 

　(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19年12月１日
至　平成20年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

163百万円 50百万円

 

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19年12月１日
至　平成20年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

1,239百万円 254百万円

 

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重要な変更はありません。当社グループは前連結

会計年度において、不動産市況の低迷に伴う財務リストラ等により営業損失814百万円及び当期純損失5,252百万円を

計上しました。このような状況に鑑み、当中間連結会計期間においては、株式移転による純粋持株会社「株式会社ファ

ンドクリエーショングループ」を設立し、グループ内事業再編の迅速化やグループ全体の機動的な資金調達ができる

環境を整えるとともに、事業リストラ及びこれに伴う組織体制の見直し等、経営の合理化を予定どおり推進し経費削

減に努めました。しかしながら、当中間連結会計期間において、営業損失95百万円、中間純損失175百万円を計上するに

至りました。そのため、当社グループでは安定した利益体制の確立を最優先課題として、外部との資本・業務提携を推

進するとともに引き続き経営基盤の強化に取り組んでまいります。

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

12/78



 

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21年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月28日）

（注）１.

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 非上場 （注）２.

計 335,888 335,888 － －

　（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成21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. 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

　　　　３．当社は株式移転の方法により、純粋持株会社「株式会社ファンドクリエーショングループ」を設立し、同社の完

全子会社となったため、平成21年４月24日付でジャスダック証券取引所への上場を廃止いたしております（株

式会社ファンドクリエーショングループは平成21年５月１日にジャスダック証券取引所に株式を上場いたし

ております。）。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　平成21年５月１日付で当社を株式移転完全子会社とし、株式会社ファンドクリエーショングループを株式移転

設立完全親会社とする株式移転を行いました。株式移転により株式会社ファンドクリエーション第７回新株予約

権者には株式会社ファンドクリエーショングループ第１回新株予約権、株式会社ファンドクリエーション第８回

新株予約権者には株式会社ファンドクリエーショングループ第２回新株予約権、株式会社ファンドクリエーショ

ン第９回(あ)新株予約権者には株式会社ファンドクリエーショングループ第３回新株予約権、株式会社ファンド

クリエーション第９回(い)新株予約権者には株式会社ファンドクリエーショングループ第４回新株予約権がそ

れぞれ付与されました。よって、当中間会計期間末日における当社の新株予約権に関する該当事項はありません。

　

　

（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20年12月１日～

 平成21年５月31日　

 

－ 335,888 － 1,659 － 1,722
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（５）【大株主の状況】

 平成21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（％）

㈱ファンドクリエーショングループ  東京都港区六本木六丁目10番１号 335,888 100.00

計 － 335,888 100.00

 (注）当社は株式移転の方法により純粋持株会社である株式会社ファンドクリエーショングループを設立し、同社の完全

　　　　子会社となっております

　

　

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21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 －

　 

②【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。　
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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20年12月平成21年１月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高（円） 4,000 4,960 3,510 4,600 4,940 －

最低（円） 2,175 2,960 2,250 2,200 3,660 －

　（注）１．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。

　　　　２．当社は平成21年４月24日付でジャスダック証券取引所を上場廃止となっております。 

 

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役員の異動はございません。
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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19年12月１日から平成20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20年12月１日から平成21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19年12月１日から平成20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20年12月１日から平成21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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間（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前中間会計期間（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、また、当中間連結会計期間（平成20年12月１日から平成21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20年12月１日から平成21年５月31日まで）の中間財

務諸表については清和監査法人により中間監査を受けております。

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。　

　前中間連結会計期間及び前中間会計期間　　あずさ監査法人

　当中間連結会計期間及び当中間会計期間　　清和監査法人
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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】

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成20年５月31日)

当中間連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度の要約
連結貸借対照表

(平成20年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,155 1,028 ※2
 1,376

売掛金 275 176 240

有価証券 323 24 43

営業投資有価証券 670 60 183

たな卸資産 ※2
 40,742

※2
 9,712

※2
 8,426

その他 300 212 123

貸倒引当金 － － △2

流動資産合計 45,469 11,215 10,391

固定資産

有形固定資産 ※1
 84

※1
 58

※1
 76

無形固定資産

のれん 25 － 0

その他 11 6 10

無形固定資産合計 36 6 10

投資その他の資産

投資有価証券 1,241 320 274

破産更生債権等 － 667 657

その他 989 296 417

貸倒引当金 △17 △673 △667

投資その他の資産合計 2,213 610 681

固定資産合計 2,334 675 768

資産合計 47,803 11,890 11,159

負債の部

流動負債

短期借入金 ※2
 9,400

※2
 1,530

※2
 1,441

1年内返済予定の長期借入金 57 ※2
 5,592

※2
 1,973

未払金 － 1,223 70

未払法人税等 32 38 44

賞与引当金 10 5 26

賃料保証引当金 ※2
 32 － ※2

 7

事業構造改善引当金 － 42 55

その他 506 72 76

流動負債合計 10,038 8,505 3,693

固定負債

長期借入金 ※2
 30,295

※2
 1,615

※2
 5,550

その他 86 72 52

固定負債合計 30,382 1,687 5,602

負債合計 40,420 10,192 9,295
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成20年５月31日)

当中間連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度の要約
連結貸借対照表

(平成20年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,659 1,659 1,659

資本剰余金 1,722 1,722 1,722

利益剰余金 3,088 △1,760 △1,604

自己株式 － － △24

株主資本合計 6,470 1,621 1,753

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △124 29 －

為替換算調整勘定 1 0 0

評価・換算差額等合計 △122 30 0

少数株主持分 1,034 46 110

純資産合計 7,382 1,698 1,863

負債純資産合計 47,803 11,890 11,159
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②【中間連結損益計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(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
(自　平成20年12月１日
　至　平成21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19年12月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 1,924 583 3,407

売上原価 1,048 125 2,557

売上総利益 875 457 850

販売費及び一般管理費 ※1
 850

※1
 552

※1
 1,664

営業利益又は営業損失（△） 25 △95 △814

営業外収益

受取利息 3 2 9

受取配当金 11 37 56

負ののれん償却額 0 － －

その他 7 5 12

営業外収益合計 23 45 77

営業外費用

支払利息 705 115 1,499

投資有価証券売却損 － － 169

為替差損 3 0 11

支払手数料 217 9 303

その他 19 1 11

営業外費用合計 945 126 1,996

経常損失（△） △896 △176 △2,733

特別利益

関係会社株式売却益 － － ※2
 5

持分変動利益 10 － 13

賞与引当金戻入額 － 21 －

その他 － 1 0

特別利益合計 10 23 19

特別損失

関係会社株式売却損 － ※3
 22 －

投資有価証券評価損 ※4
 16 － ※4

 715

固定資産除却損 ※5
 0

※5
 5

※5
 0

貸倒引当金繰入額 － 3 650

事業構造改善引当金繰入額 － － 55

匿名組合出資譲渡損 － － 1,002

減損損失 － － ※6
 10

その他 11 5 15

特別損失合計 28 38 2,449

税金等調整前中間純損失（△） △914 △191 △5,163

法人税、住民税及び事業税 11 1 21

法人税等調整額 △267 6 374

法人税等合計 △255 8 396

少数株主損失（△） △145 △24 △307

中間純損失（△） △513 △175 △5,252
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(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
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年５月31日)

前連結会計年度の要約
連結株主資本等変動

計算書
(自　平成19年12月１日
　至　平成20年11月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,655 1,659 1,655

当中間期変動額

新株の発行 4 － 4

当中間期変動額合計 4 － 4

当中間期末残高 1,659 1,659 1,659

資本剰余金

前期末残高 1,718 1,722 1,718

当中間期変動額

新株の発行 4 － 4

当中間期変動額合計 4 － 4

当中間期末残高 1,722 1,722 1,722

利益剰余金

前期末残高 3,769 △1,604 3,769

当中間期変動額

剰余金の配当 △167 － △167

中間純損失（△） △513 △175 △5,252

連結範囲の変動 － 14 45

持分法の適用範囲の変動 － 5 －

当中間期変動額合計 △680 △156 △5,373

当中間期末残高 3,088 △1,760 △1,604

自己株式

前期末残高 － △24 －

当中間期変動額

自己株式の取得 － － △24

株式移転による自己株式の変動額 － 24 －

当中間期変動額合計 － 24 △24

当中間期末残高 － － △24

株主資本合計

前期末残高 7,142 1,753 7,142

当中間期変動額

新株の発行 8 － 8

剰余金の配当 △167 － △167

中間純損失（△） △513 △175 △5,252

連結範囲の変動 － 14 45

持分法の適用範囲の変動 － 5 －

自己株式の取得 － － △24

株式移転による自己株式の変動額 － 24 －

当中間期変動額合計 △672 △131 △5,389

当中間期末残高 6,470 1,621 1,753
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(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
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年５月31日)

前連結会計年度の要約
連結株主資本等変動

計算書
(自　平成19年12月１日
　至　平成20年11月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △76 － △76

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △48 29 76

当中間期変動額合計 △48 29 76

当中間期末残高 △124 29 －

為替換算調整勘定

前期末残高 1 0 1

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 0 0 △1

当中間期変動額合計 0 0 △1

当中間期末残高 1 0 0

評価・換算差額等合計

前期末残高 △74 0 △74

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △47 30 74

当中間期変動額合計 △47 30 74

当中間期末残高 △122 30 0

少数株主持分

前期末残高 1,018 110 1,018

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 15 △63 △908

当中間期変動額合計 15 △63 △908

当中間期末残高 1,034 46 110

純資産合計

前期末残高 8,086 1,863 8,086

当中間期変動額

新株の発行 8 － 8

剰余金の配当 △167 － △167

中間純損失（△） △513 △175 △5,252

連結範囲の変動 － 14 45

持分法の適用範囲の変動 － 5 －

自己株式の取得 － － △24

株式移転による自己株式の変動額 － 24 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △32 △33 △833

当中間期変動額合計 △704 △165 △6,222

当中間期末残高 7,382 1,698 1,863
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(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
(自　平成20年12月１日
　至　平成21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19年12月１日
　至　平成20年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △914 △191 △5,163

減価償却費 70 40 164

減損損失 － － 10

のれん償却額 8 0 15

負ののれん償却額 △0 － △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 △20 13

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △12 55

賃料保証引当金の増減額（△は減少） △19 △7 △44

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 3 652

受取利息及び受取配当金 △15 △39 △65

支払利息 705 115 1,499

為替差損益（△は益） 3 0 3

投資有価証券評価損益（△は益） 16 － 715

投資有価証券売却損益（△は益） － 1 169

持分変動損益（△は益） △10 － △13

匿名組合出資譲渡損益（△は益） － － 1,002

関係会社株式売却損益（△は益） － 22 5

有価証券の増減額（△は増加） 37 23 427

有価証券評価損益（△は益） － △4 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 29 114 540

固定資産除却損 0 5 0

売上債権の増減額（△は増加） 19 49 57

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,449 △1,370 △16,124

前払費用の増減額（△は増加） △1 6 △0

未収入金の増減額（△は増加） △25 △80 △52

未払金の増減額（△は減少） － 1,159 －

その他 194 27 △132

小計 △16,353 △155 △16,262

利息及び配当金の受取額 15 42 65

利息の支払額 △643 △111 △1,454

法人税等の支払額 △100 △8 △105

法人税等の還付額 － 4 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,082 △229 △17,756
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(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
(自　平成20年12月１日
　至　平成21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19年12月１日
　至　平成20年11月30日)

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 △8 △0 △8

無形固定資産の取得による支出 △2 △0 △2

留保普通預金の預入れによる支出 △481 △0 －

質権付定期預金の預入れによる支出 － － △27

質権付定期預金の回収による収入 23 27 85

投資有価証券の取得による支出 △663 － △663

投資有価証券の売却による収入 306 0 493

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 ※2

 △6 37 ※2
 △11

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

5 － 5

差入保証金の差入による支出 △43 △0 △44

差入保証金の回収による収入 0 53 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △869 117 △144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 10,525 481 10,002

短期借入金の返済による支出 △4,762 △675 △6,253

長期借入れによる収入 10,577 － 12,171

長期借入金の返済による支出 △114 △16 △112

株式の発行による収入 8 － 8

自己株式の取得による支出 － － △24

配当金の支払額 △165 △0 △143

長期預り金の受入による収入 － 0 36

少数株主からの払込みによる収入 173 － 228

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,243 △209 15,913

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,709 △321 △1,994

現金及び現金同等物の期首残高 4,330 1,350 4,330

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － － ※3
 △985

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 2,621

※1
 1,028

※1
 1,350
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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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

１．連結の範囲に関

する事項

(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　　　　14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㈱

FCパートナーズ㈱

ファンドクリエーション・アール

・エム㈱

㈲トリトン・プロパティー

セドル・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)

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

 

　ファインアートインベストメント㈱

及びその子会社である㈱アートイット

は、平成21年２月27日付で当社が所有

するファインアートインベストメント

㈱の全株式を売却したため平成21年２

月27日までの損益計算書を連結してお

ります。

　

　FCアントレプレナーファンドはファ

ンドを全額償還したことにより、連結

範囲から除外しております。

　

(1）連結子会社の数　　　　17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㈱

㈲トリトン・プロパティー

セドル・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)

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)、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。

 

　シュヴァル・プロパティー(同)、マル

ゴー・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)、㈲ヘレネ・プロパティー、

㈲ヘラクレス・プロパティー、㈲ネク

ター・プロパティー、㈲アグライア・

プロパティー及びカネル・プロパ

ティー(同)は、平成20年11月28日付で

匿名組合員の地位を譲渡したため、平

成20年11月28日までの損益計算書を連

結しております。

 

　㈲ミノス・プロパティーは、平成19年

12月17日付で匿名組合出資を終了した

ため、平成19年12月17日までの損益計

算書を連結しております。

　㈲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

たため、平成20年５月29日までの損益

計算書を連結しております。
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項目
前中間連結会計期間

（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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

(株)は平成20年２月29日で清算結了

しております。 

(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

(株)は平成20年２月29日で清算結了

しております。 
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 

(1）─────

　前連結会計年度において持分法

適用会社でありましたFCアート・

トラスト－コンテンポラリー・

アート・ファンドは、持分比率が

低下したため、持分法の適用範囲

から除外しております。

(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

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、

ファンドクリエーション投信投資顧問

㈱は９月30日、㈲トリトン・プロパ

ティーは２月末日、セドル・プロパ

ティー(同)は８月31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、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、㈲トリトン・プロ

パティーは８月31日、セドル・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８月31日、オーブ

リヨン・プロパティー(同)は８月31

日、サンジュリアン・プロパティー

(同)は８月31日、ポイヤック・プロパ

ティー(同)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、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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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）

　

イ　売買目的有価証券

　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

　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。 

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

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　───── ハ　デリバティブ

　時価法

 ニ　たな卸資産

①商品

　個別法による原価法

ニ　たな卸資産

①商品

　個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

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。　

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（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

   また、当該資産の主な耐用年数は

33年～50年であります。

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

　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。

　なお、販売用不動産については不動

産鑑定士による鑑定評価額等を基準

に市場の状況を反映した評価を行っ

ております。

　また、当該資産の主な耐用年数は33

年～50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。

建物及び構築物　　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

　

 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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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　─────

 

イ　─────　

 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。

　

イ　貸倒引当金

　同左

　

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

連結会計期間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

会計期間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

に係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　─────

 

ハ　賃料保証引当金

　不動産投資において売却した物件

に係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。

 ニ　───── ニ　事業構造改善引当金

　　　事業構造改善に伴い発生する費用

及び損失に備えるため、その発生

見込額を計上しております。

ニ　事業構造改善引当金

　　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。

(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。

─────

 

　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。
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項目
前中間連結会計期間

（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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　─────

　

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　

　 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　─────　 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

　
　 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　─────　 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。 

　 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　─────　 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。　

(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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

 
前連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

 

────────

 

 

 

 　

（会計処理基準に関する事項の変更）

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

 たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産につい

ては、従来、個別法による原価法によっており

ましたが、当中間連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日）が適用されたことに

伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。 　

  　なお、この変更により損益に与える影響はあ

りません。 

 

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の

会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当中間連結会計期間より、「連結財務諸表作成

における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５

月17日）を適用しております。

　 なお、この変更により損益に与える影響は軽微

であります。

────────

 

 

【表示方法の変更】
前中間連結会計期間

（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

（中間連結貸借対照表）

──────────

　　 

 

 

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結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「破産更生債権等」（前中間連結会計期間末の残

高は12百万円）、及び流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

した未払金（前中間連結会計期間末の残高は195百万円）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を超えたため区分掲記

しました。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

──────────

 

 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額（△は減

少）」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりま

したが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「未払金の増

減額」は39百万円であります。　
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【追加情報】

　該当事項はありません。
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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20年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成21年５月31日）

前連結会計年度末
（平成20年11月30日）

※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額は、50

百万円であります。

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、52

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。

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

　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 たな卸資産 9,712百万円 現金及び預金 27百万円

たな卸資産 8,368

計 8,396百万円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,754百万円

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。

短期借入金 1,129百万円

１年内返済予定の長期借入

金

5,560

長期借入金 1,593

短期借入金 1,000百万円

１年内返済予定の長期借入

金

1,641

長期借入金 5,512

　なお、上記のほか賃料保証に対する担保とし

て定期預金27百万円を差し入れております。

３.　─────　 ３．偶発債務

　債務保証

　次の会社について金融機関等からの借入

に対して債務保証を行っております。　

　
　タルボー・プロパティー（同）　662百万円

　

　

　

３．偶発債務

　債務保証

　次の会社について金融機関等からの借入

に対して債務保証を行っております。　

　　

　ラトゥール・プロパティー（同） 1,696百万円

　ラフィット・プロパティー（同） 768

　計 2,464百万円
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（中間連結損益計算書関係）
　

前中間連結会計期間
（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

※１．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 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 34百万円

給与手当 223

賞与引当金繰入額 4

支払手数料　　　　　　　　　　

地代家賃　

70

81　

 

役員報酬 149百万円

給与手当 555

賞与 28

賞与引当金繰入額 38

地代家賃 172

支払手数料 235

貸倒引当金繰入額 2

 

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。

  ㈱アートイット 5百万円 

 

３．───── ※３．関係会社株式売却損の内容は次のとお
　　りであります。

　

３．─────

　 ファインアートイン

ベストメント㈱
22百万円 

　

　

※４．投資有価証券評価損の内容は次のとお

りであります。

４．─────

　

※４. 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 

 

　

 

㈱エスグラントコー

ポレーション
23百万円

FCレジデンシャル投

資法人
547

藍澤證券㈱ 64

丸八証券㈱ 79

 

※５．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。 

※５．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。 

※５. 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 0百万円

 

建物　

工具、器具及び備品

5百万円　

0　    　　　　

 

工具、器具及び備品 0百万円

 

６.　───── ６.　───── ※６. 減損損失の内容は次の通りであります。

  用途 種類 場所

㈱アートイット のれん 東京都港区

  （減損損失の認識に至った経緯）

㈱アートイットののれんについて、株式取

得時に想定していた収益が見込めなく

なったことから、全額を減損損失とし10百

万円を特別損失に計上しております。 

（グルーピングの方法）

当社グループは、主として会社単位の独立

したキャッシュ・フローを生出す単位に

よって資産のグルーピングを行っており

ます。 

（回収可能性の算定方法）

回収可能性価額、使用価値をゼロとして評

価しております。 
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（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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当中間連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21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 335,888 － － 335,888

合計 335,888 － － 335,888

自己株式     

普通株式 2,775 － 2,775 －

合計 2,775 － 2,775 －

　　　　

（変動事由の概要）

　普通株式の発行済株式数の減少の内訳は以下のとおりであります。

　株式移転による持株会社設立に伴い、自己株式の親会社株式割当てによる減少　　　　　 2,775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

　　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）

１．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 335,088 800 － 335,888

合計 335,088 800 － 335,888

自己株式 　 　 　 　

普通株式 － 2,775 － 2,775

合計 － 2,775 － 2,775

　　　　 

（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　　　　　　　　　　　　　 　800株

　取締役会の決議による自己株式の取得による増加　　　　　　　　 2,775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

　該当事項はありません。
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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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

※１．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20年５月31日現在） （平成21年５月31日現在） （平成20年11月30日現在）

現金及び預金勘定

留保普通預金

質権付定期預金

コールローン

    3,155百万円

△491

△51

7

現金及び現金同等物     2,621百万円

現金及び預金勘定 1,028百万円

現金及び現金同等物 1,028百万円

現金及び預金勘定 1,376百万円

質権付普通預金 △27

コールローン 1

現金及び現金同等物 1,350百万円

   
※２. 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

※２. ─────

　　

※２. 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

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

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

    ㈲ケレオス・プロパティー    ㈲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

 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
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

※３．─────

 

　

※３．─────

　

※３．匿名組合出資の譲渡により連結子会社

から除外した会社の資産及び負債の主な

内訳

シュヴァル・プロパティー(同)及びマル

ゴー・プロパティー(同)

  流動資産 

流動負債 

固定負債 

3,804百万円

906

2,896

シュヴァル・プロパティー
(同)及びマルゴー・プロパ
ティー(同)匿名組合出資譲
渡による支出

0

 
シュヴァル・プロパティー
(同)及びマルゴー・プロパ
ティー(同)の現金及び現金
同等物

205

 
差引：シュヴァル・プロパ

ティー(同)及びマル
ゴー・プロパティー
(同)匿名組合出資譲
渡による収入 

△205

   

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)及びラグランジュ・プロパティー

(同)

  流動資産 

固定資産 

流動負債

固定負債

6,098百万円

0

4,873

1,223

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)及びラグ
ランジュ・プロパティー
(同)匿名組合出資譲渡によ
る支出

0

 
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)及びラグ
ランジュ・プロパティー
(同)の現金及び現金同等物

203

 
差引：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)及びラグ
ランジュ・プロパ
ティー(同)匿名組合
出資譲渡による収入

△203
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

  ㈲ヘレネ・プロパティー、㈲ヘラクレス・

プロパティー及び㈲ネクター・プロパ

ティー

  流動資産

固定資産 

流動負債  

固定負債 

1,061百万円

10

784

317

㈲ヘレネ・プロパティー、㈲
ヘラクレス・プロパティー
及び㈲ネクター・プロパ
ティー匿名組合出資譲渡に
よる支出

0

 
㈲ヘレネ・プロパティー、㈲
ヘラクレス・プロパティー
及び㈲ネクター・プロパ
ティーの現金及び現金同等
物

150

 
差引：㈲ヘレネ・プロパ

ティー、㈲ヘラクレス
・プロパティー及び
㈲ネクター・プロパ
ティー匿名組合出資
譲渡による収入

△150

   

㈲アグライア・プロパティー及びカネル

・プロパティー(同)

  流動資産 

固定資産  

流動負債

固定負債 

21,898百万円

53

20,287

844

㈲アグライア・プロパ
ティー及びカネル・プロパ
ティー(同)匿名組合出資譲
渡による支出

0

 
㈲アグライア・プロパ
ティー及びカネル・プロパ
ティー(同)の現金及び現金
同等物

427

 
差引：㈲アグライア・プロ

パティー及びカネル
・プロパティー(同)
匿名組合出資譲渡に
よる収入

△427
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間（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。

　　

当中間連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21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19年12月１日　至　平成20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。
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当中間連結会計期間末（平成21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 34 44 9

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 223 261 38

合計 258 306 47

　

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 64

非上場社債 10

その他 －

（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 76

合計 151
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前連結会計年度（平成20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 36 △167

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 771 223 △547

合計 975 259 △715

　

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 73

非上場社債 10

その他 114

（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 90

合計 289

　　

（注）当連結会計年度において、有価証券について470百万円（その他有価証券で時価のある株式について167百

万円、その他有価証券で時価のない株式について303百万円）減損処理を行っております。

　なお、減損処理に当たっては、期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、回復可能性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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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。

　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。

  

当中間連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21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19年12月１日　至　平成20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

　

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。
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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。

 

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。
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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。

 　

　　※　なお、株式会社ファンドクリエーショングループは平成21年５月１日付で株式会社ファンドクリエーションの　　

　　　株式移転により設立されましたので、株式会社ファンドクリエーションのストック・オプションは株式会社ファ　　　　　

　　　　　　

　　　ンドクリエーショングループのストック・オプションとなっております。
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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。

 

当中間連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21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19年12月１日　至　平成20年11月30日）

　該当事項はありません。
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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、証券仲介業等

その他事業・・・・・・・・・・・美術品投資等

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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当中間連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21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 390 154 23 14 583 － 583

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
16 － － 45 62 △62 －

計 406 154 23 60 645 △62 583

営業費用 320 132 36 49 539 139 678

営業利益（又は営業損失△） 85 21 △12 10 106 △201 △95

　（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、金融商品仲介業等

その他事業・・・・・・・・・・・美術品投資、コンサルティング業等

　　　　　　　　　　　　　　　　なお、美術品投資などを行っておりましたファインアートインベストメント株式会社及び

その子会社である株式会社アートイットは当社が所有するファイン

アートインベストメント株式会社の全株式を売却したため、連結の範囲

から除外しております。

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20年12月１日
至平成21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
139

総務・経理部門等の管理部門に係る費用、

事務所家賃

 

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

49/78



前連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20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）

 売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,4021,653 75 276 3,407 － 3,407

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
70 － － 1 72 △72 －

計 1,4731,653 75 277 3,480 △72 3,407

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

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

（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、金融商品仲介業等

その他事業・・・・・・・・・・・美術品投資、コンサルティング業等

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438百万円であり、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。

 　

当中間連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21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19年12月１日　至　平成20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。

 　

当中間連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21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19年12月１日　至　平成20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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

１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 4,918.28円

１株当たり中間純損失

金額
523.80円

 

１株当たり純資産額 5,264.37円

１株当たり当期純損失

金額
15,676.74円

 
　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。

　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、中間純損失を

計上しているため記載しておりませ

ん。

　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、潜在株式は存

在するものの当期純損失を計上してい

るため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）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19年12月１日
至　平成20年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日)

中間（当期）純損失（△）（百万円） △513 △175 △5,252

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）純損失

（△）

（百万円）

△513 △175 △5,252

期中平均株式数（株） 335,625 335,586 335,026

    

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） － － －

（うち、新株予約権） － － －

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）

─────

　
ストック・オプション

第７回、第８回、第９回

（あ）第９回（い）

（新株予約権の数590

個）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

（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

 

 

 

 

 

 (第三者割当により発行される第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債の

発行)

当社の親会社である株式会社ファン

ドクリエーショングループは、平成21

年７月13日開催の当社臨時取締役会に

おいて、第三者割当による第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債の発行

を行うことについて決議し、払込がさ

れました。その概要は次のとおりであ

ります。

  １. 社債の名称

　　株式会社ファンドクリエーショング

ループ第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債（以下「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債のみを

「本社債」、新株予約権のみを「本新

株予約権」という。）

  ２. 社債の総額

　　金400,000,000円

３. 各社債の金額

　　金10,000,000円の１種

４. 各社債の払込金額　

　　金10,000,000円

　（ 額面100円につき金100円）

５. 利率

　　本社債には利息は付さない。

６. 払込期日

　　平成21年７月31日

７. 償還の方法及び期限

(1) 満期償還　

　　本社債は、平成24年７月30日にそ

の総額を額面100円につき金

100円で償還する。

(2) 任意繰上償還　

　　平成21年９月１日以降いつでも、

当社は、本新株予約権付社債の

社債権者に対して、14営業日以

上前に通知した上で、当該通知

において指定した償還日に、残

存本社債の全部（一部は不

可）を、額面100円につき金100

円で繰上償還することができ

る。

　　

（株式移転による持株会社の設立）

　当社は、平成21年１月29日開催の取締

役会において、平成21年５月１日を期

日として、下記のとおり株式移転によ

り完全親会社となる「㈱ファンドクリ

エーショングループ」を設立すること

を決定いたしました。

　株式移転の概要は、次のとおりであり

ます。  

 １．株式移転による持株会社設立の目

的

　  当社グループが関連する不動産関連

業界では破綻に至る会社が相次ぐな

ど、当社グループを取り巻く事業環境

は極めて厳しい状況にあります。当社

グループとしても、このような難局を

打開するべくグループ会社としての

一体的な経営をさらに高めるため、全

社的な経営戦略の立案及び経営管理

を行う持株会社を設立することとい

たしました。当社が持株会社へ移行す

る具体的な主要目的は以下のとおり

であります。  

  ①経営戦略立案・管理業務と事業

遂行の分離による経営判断と組織

運営の迅速化　 

　当社では既に執行役員制度を導入

し事業部門毎の経営の迅速化に努

めてまいりましたが、変化の激しい

事業環境においては持株会社がグ

ループ全体の経営・事業戦略の立

案と管理業務に、また各事業子会社

ではそれぞれの事業遂行に専念す

る体制を構築することにより、これ

まで以上に迅速な経営判断と組織

運営が可能になります。

  ②セグメント別損益の明確化と経

営資源の効率的な配分

従来はグループ全体のセグメン

ト別損益と収益責任を必ずしも明確

化しておりませんでしたが、各事業

子会社の管理機能を持株会社に集約

しつつ子会社ではそれぞれの事業遂

行に専念することにより、セグメン

ト別損益と収益責任をこれまで以上

に明確化し資金・人員等の経営資源

をより効率的に配分・再配置するこ

とが可能となります。
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

　

　

　

　

　

８. 本新株予約権の内容

(1) 本社債に付された本新株予約

　　権の数

各本社債に付された本新株予約

権の個数は１個とし、合計40個の

本新株予約権を発行する。

(2) 本新株予約権と引換えに払い

　　込む金銭

本新株予約権と引換えに金銭の

払込みを要しない。

(3) 新株予約権の目的となる株式

　　の種類

当社普通株式

(4) 新株予約権の目的となる株式

　　の数

本新株予約権の行使により当社

が当社普通株式を新たに発行し

又はこれに代えて当社の保有す

る当社普通株式を移転（以下当

社普通株式の発行又は移転を

「交付」という。）する数は、行

使請求にかかる本社債の払込金

額の総額を転換価額（以下に定

義する。）で除して得られた数と

する。但し、行使により生じる１

株未満の端数は切り捨て、現金に

よる調整は行わない。また、本新

株予約権の行使により単元未満

株式（１単元の株式の数は100

株）が発生する場合、会社法に定

める単元未満株式の買取請求権

が行使されたものとして現金に

より精算する。

(5) 新株予約権の行使に際して出

　　資される財産の内容及びその

　　価額

① 各本新株予約権の行使に際し

て出資される財産は、当該本新

株予約権に係る本社債とし、当

該本社債の価額は、本社債の払

込金額と同額とする。

② 転換価額は、当初105円とす

る。　

(6) 本新株予約権の割当日　

　平成21年７月31日　

　

  ③子会社の管理機能のコスト削減

効果

持株会社が各事業子会社の管理

機能を一括して担い子会社における

管理部門の簡素化を図ることによ

り、子会社に係る管理部門の運営・

人員コストの削減が見込まれます。

④グループ内事業再編の迅速化

変化の激しい事業環境に対し機

動的に対処するべく、子会社におけ

る各事業の見直しあるいは事業の見

直しに応じた子会社の再編を迅速に

行うことが可能となります。

  ⑤グループ全体としての資金調達

の機動性強化

従来は事業会社毎にあるいは案

件毎に応じて資金調達を行う運営が

中心でしたが、昨今の不動産関連業

界における資金調達環境の厳しさに

鑑み、グループ全体としての資金調

達の機動性とキャッシュマネジメン

トのあり方を強化することにより、

棚卸資産の迅速な売買やファンド及

びSPCの資金ニーズへの迅速な対応

が可能となるようにいたします。

  ⑥グループ会社を一体的に捉えたガ

バナンス体制の強化

従来は各事業の進展性に応じ随

時分社化・会社新設等を進めてまい

りましたが、各事業子会社の法人と

しての独立性を維持しながらも、グ

ループ会社を一体的に捉え直しグ

ループ内事業の相乗効果を高めるた

めのガバナンス体制を強化いたしま

す。  

 ２．株式移転の方法及び時期

平成21年５月１日を期日として、

株式移転により完全親会社となる純

粋持株会社を設立し、同時に、当社は

同持株会社の完全子会社になること

といたします。

持株会社は、株式会社ジャスダッ

ク証券取引所に上場申請を行うこと

を予定しており、完全子会社となる

当社は上場廃止となりますが、持株

会社が上場を果たすことにより、実

質的に株式の上場を維持する方針で

あります。
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

　

　

　

　

　

９. 募集の方法

　　第三者割当ての方法により、全

　　額を田島克洋に割り当てる。

10．担保の内容

　　無担保

11. 調達する資金の具体的な使途

　　　株式会社ファンドクリエーショング

ループの子会社である株式会社

ファンドクリエーションが保有

している同社子会社株式の取得

に全額充当、また、株式会社ファ

ンドクリエーションにおいては、

株式売却資金等によって財務基

盤の強化や運転資金への充当す

る。

  ３．株式移転比率

㈱ファンドクリエーションの普

通株式1株に対して、新たに設立する

㈱ファンドクリエーショングループ

の普通株式100株を割当交付いたし

ます。

 

  ４. 完全子会社となる会社の新株予

約権及び新株予約権付社債に関す

る取扱い

当社が発行している新株予約権

につきましては、株式移転期日を

もって消滅し、当該新株予約権の予

約権者に対してこれに代わる持株会

社の新株予約権を交付いたします。 

 

  ５．持株会社の上場申請に関する事

     項

持株会社は、ジャスダック証券取

引所市場への新規上場を申請する予

定であります。 なお、同取引所に上

場している当社は、持株会社の完全

子会社となるため、上場廃止する予

定です。

 

  ６．株式移転による業績への影響の

見通し

本株式移転の実施に伴い、当社の

業績は完全親会社である持株会社に

反映されることになります。当社の

業績への影響は軽微でありますが、

今後につきましては、持株会社移行

に伴うグループ会社の管理コスト削

減や経営判断の迅速化などの効果が

見込まれます。なお、持株会社の経営

計画等につきましては、決定次第お

知らせいたします。　
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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】

(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成20年５月31日)

当中間会計期間末
(平成21年５月31日)

前事業年度の要約
貸借対照表

(平成20年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,129 326 610

売掛金 96 20 37

有価証券 251 24 43

たな卸資産 ※3
 1,528

※3
 1,305

※3
 1,317

営業投資有価証券 468 35 40

関係会社短期貸付金 1,630 34 20

その他 ※2
 216 67 64

貸倒引当金 － △7 △2

流動資産合計 5,319 1,806 2,130

固定資産

有形固定資産 ※1
 60

※1
 50

※1
 55

無形固定資産 7 5 6

投資その他の資産

投資有価証券 1,060 276 235

関係会社有価証券 3,193 1,115 1,344

関係会社長期貸付金 641 － －

破産更生債権等 － 667 657

繰延税金資産 729 － －

その他 278 179 265

投資損失引当金 △412 － －

貸倒引当金 △12 △663 △657

投資その他の資産合計 5,478 1,574 1,845

固定資産合計 5,545 1,631 1,908

資産合計 10,865 3,438 4,038

負債の部

流動負債

短期借入金 813 238 275

関係会社短期借入金 － 5 70

1年内返済予定の長期借入金 57 ※3
 1,582 332

未払法人税等 4 3 3

賞与引当金 6 3 5

賃料保証引当金 32 － 7

事業構造改善引当金 － 42 55

その他 316 ※2
 38 55

流動負債合計 1,230 1,913 803

固定負債

長期借入金 ※3
 3,404

※3
 22

※3
 1,588

その他 37 55 36
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(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成20年５月31日)

当中間会計期間末
(平成21年５月31日)

前事業年度の要約
貸借対照表

(平成20年11月30日)

固定負債合計 3,441 77 1,624

負債合計 4,672 1,990 2,427

純資産の部

株主資本

資本金 1,659 1,659 1,659

資本剰余金

資本準備金 1,722 1,722 1,722

資本剰余金合計 1,722 1,722 1,722

利益剰余金

利益準備金 49 49 49

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,871 △2,012 △1,797

利益剰余金合計 2,921 △1,963 △1,747

自己株式 － － △24

株主資本合計 6,303 1,419 1,610

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △110 27 －

評価・換算差額等合計 △110 27 －

純資産合計 6,193 1,447 1,610

負債純資産合計 10,865 3,438 4,038
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②【中間損益計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自　平成19年12月１日
　至　平成20年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年５月31日)

前事業年度の要約
損益計算書

(自　平成19年12月１日
　至　平成20年11月30日)

営業収益 595 196 851

営業費用

営業投資損益 829 86 1,941

営業手数料 49 39 375

販売費及び一般管理費 445 297 815

営業費用合計 1,325 423 3,131

営業損失（△） △730 △227 △2,280

営業外収益 ※1
 86

※1
 132

※1
 376

営業外費用 ※2
 76

※2
 21

※2
 274

経常損失（△） △720 △116 △2,178

特別損失 ※3
 171

※3
 98

※3
 2,568

税引前中間純損失（△） △891 △215 △4,746

法人税、住民税及び事業税 7 0 7

法人税等調整額 △349 － 464

法人税等合計 △341 0 471

中間純損失（△） △549 △215 △5,218
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自　平成19年12月１日
　至　平成20年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年５月31日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自　平成19年12月１日
　至　平成20年11月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,655 1,659 1,655

当中間期変動額

新株の発行 4 － 4

当中間期変動額合計 4 － 4

当中間期末残高 1,659 1,659 1,659

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,718 1,722 1,718

当中間期変動額

新株の発行 4 － 4

当中間期変動額合計 4 － 4

当中間期末残高 1,722 1,722 1,722

資本剰余金合計

前期末残高 1,718 1,722 1,718

当中間期変動額

新株の発行 4 － 4

当中間期変動額合計 4 － 4

当中間期末残高 1,722 1,722 1,722

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 32 49 32

当中間期変動額

利益準備金の積立 16 － 16

当中間期変動額合計 16 － 16

当中間期末残高 49 49 49

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 3,605 △1,797 3,605

当中間期変動額

利益準備金の積立 △16 － △16

剰余金の配当 △167 － △167

中間純損失（△） △549 △215 △5,218

当中間期変動額合計 △733 △215 △5,402

当中間期末残高 2,871 △2,012 △1,797

利益剰余金合計

前期末残高 3,638 △1,747 3,638

当中間期変動額

利益準備金の積立 － － －

剰余金の配当 △167 － △167

中間純損失（△） △549 △215 △5,218

当中間期変動額合計 △717 △215 △5,385

当中間期末残高 2,921 △1,963 △1,747
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自　平成19年12月１日
　至　平成20年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年５月31日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自　平成19年12月１日
　至　平成20年11月30日)

自己株式

前期末残高 － △24 －

当中間期変動額

自己株式の取得 － － △24

株式移転による自己株式の変動額 － 24 －

当中間期変動額合計 － 24 △24

当中間期末残高 － － △24

株主資本合計

前期末残高 7,011 1,610 7,011

当中間期変動額

新株の発行 8 － 8

剰余金の配当 △167 － △167

中間純損失（△） △549 △215 △5,218

自己株式の取得 － － △24

株式移転による自己株式の変動額 － 24 －

当中間期変動額合計 △708 △191 △5,401

当中間期末残高 6,303 1,419 1,610

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △62 － △62

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △48 27 62

当中間期変動額合計 △48 27 62

当中間期末残高 △110 27 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △62 － △62

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △48 27 62

当中間期変動額合計 △48 27 62

当中間期末残高 △110 27 －

純資産合計

前期末残高 6,949 1,610 6,949

当中間期変動額

新株の発行 8 － 8

剰余金の配当 △167 － △167

中間純損失（△） △549 △215 △5,218

自己株式の取得 － － △24

株式移転による自己株式の変動額 － 24 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △48 27 62

当中間期変動額合計 △756 △163 △5,339

当中間期末残高 6,193 1,447 1,610
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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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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、「営業投資損

益」に計上するとともに同額を

「関係会社株式」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

　同左　

　

ニ　その他の関係会社有価証券

①  匿名組合出資

　同左

　

　 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）─────

 
　

(2）デリバティブ

時価法

　

　 (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。

　

　

　

(3）たな卸資産

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（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

　また、当該資産の主な耐用年数は

31年～35年であります。

　

(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、販売

用不動産については不動産鑑定

士による鑑定評価等を基準に市

場の状況を反映した評価を行っ

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19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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

　

イ　有形固定資産

同左　

イ　有形固定資産 

    同左　

　 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

ロ　無形固定資産

①　ソフトウェア

同左

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。

イ　貸倒引当金

  同左

　

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　　　  ───── 　ハ　　　  ─────

　 ニ　賃料保証引当金

　不動産投資において売却した物件

に係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　　　  ───── ニ　賃料保証引当金

  不動産投資において売却した物

件に係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。

　

　 ───── ホ　事業構造改善引当金

　事業構造改善のために伴い発生す

る費用及び損失に備えるため、その

発生見込み額を計上しております。

　

ホ　事業構造改善引当金

　　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。

─────

 

　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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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　───── 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。

　

　 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　───── 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

 

　 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　─────　 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。

　

　 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　─────　 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。

　

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
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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の変更】
前中間会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

───── （会計処理基準に関する事項の変更）

　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

 たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産につ

いては、従来、個別法による原価法によってお

りましたが、当中間会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。 　

 　なお、この変更により損益に与える影響はあ

りません。  

 

　

 

─────

　

 

【表示方法の変更】

前中間会計期間

（自　平成19年12月１日

至　平成20年５月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年12月１日

至　平成21年５月31日）

　「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20年５月31日）

当中間会計期間末
（平成21年５月31日）

前事業年度末
（平成20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

 30百万円

 
 36百万円

 
 34百万円

 
   

※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、流動資

産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※２．消費税等の取扱い

　　　同左

 ２．─────

 

※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. 担保資産及び担保付債務　

　たな卸資産 1,305百万円　

 

　　

　　担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借

入金

1,550百万円　

 　　　　　　 

※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。　

　販売用不動産 1,317百万円

 

 　　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

 

　４．偶発債務

債務保証

　次の会社について金融機関等からの借

入に対して債務保証を行っております。

  

セドル・プロパティー(同) 1,641百万円

ペトリュス・プロパティー(同) 2,369

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

　４．偶発債務

債務保証

　次の会社について金融機関等からの借

入及び建設会社等への工事代金に対し

て債務保証を行っております。

  

セドル・プロパティー(同) 2,970百万円

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) 984

タルボー・プロパティー(同) 662

計 6,985百万円

４．偶発債務

債務保証

　次の会社について金融機関等からの借

入に対して債務保証を行っております。

 

セドル・プロパティー(同) 2,829百万円

ペトリュス・プロパティー(同) 2,369

オーブリヨン・プロパティー (同)1,000

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 8,663百万円

 

（中間損益計算書関係）
前中間会計期間

（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20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 58百万円

受取配当金 10

 

受取利息 2百万円

受取配当金 82

 

受取利息 99百万円

受取配当金 258

 

※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 26百万円

 

支払利息 20百万円

 

支払利息 60百万円

 

※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 154百万円

投資有価証券評価損 16

 

関係会社株式売却損 35百万円

投資有価証券売却損 1

関係会社株式評価損 57

貸倒引当金繰入 3

 

関係会社株式評価損 240百万円

投資有価証券評価損 644

匿名組合出資持分譲渡損 983

貸倒引当金繰入 645

 

　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 0

　

有形固定資産 3百万円

無形固定資産 0

 

有形固定資産 9百万円

無形固定資産 1
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（リース取引関係）

前中間会計期間（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。

 　

当中間会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21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19年12月１日　至　平成20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。

 　

当中間会計期間末（平成21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20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19年12月１日　至　平成20年５月31日） 

　当該事項はありません。　

　　

　当中間会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年５月31日）

　当該事項はありません。 

　　

前事業年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）

　当該事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

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 4,308.97円

１株当たり中間純損失

金額
642.11円

 
 

１株当たり純資産額 4,834.62円

１株当たり当期純損失

金額
15,576.20円

 

　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。

　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、中間純損失を

計上しているため記載しておりませ

ん。

　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、潜在株式は存

在するものの当期純損失を計上してい

るため記載しておりません。

（注）１．１株当たり中間（当期）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19年12月１日
至　平成20年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日)

前事業年度
(自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日)

中間（当期）純損失(△)（百万円） △549 △215 △5,218

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）純損失(△)

（百万円）
△549 △215 △5,218

期中平均株式数（株） 335,625 335,586 335,026

    

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） － － －

（うち、新株予約権）  － － －

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）

─────

　

ストック・オプション

第７回、第８回、第９回

（あ）、第９回（い）

（新株予約権の数590

個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

（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％

　

 (第三者割当により発行される第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債の

発行)

当社の親会社である株式会社ファン

ドクリエーショングループは、平成21

年７月13日開催の当社臨時取締役会に

おいて、第三者割当による第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債の発行

を行うことについて決議し、払込がさ

れました。その概要は次のとおりであ

ります。

  １. 社債の名称

　　株式会社ファンドクリエーショング

ループ第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債（以下「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債のみ

を「本社債」、新株予約権のみを

「本新株予約権」という。）

２. 社債の総額

　　金400,000,000円

３. 各社債の金額

　　金10,000,000円の１種

４. 各社債の払込金額　

　　金10,000,000円

　（ 額面100 円につき金100 円）

５. 利率

　　本社債には利息は付さない。

６. 払込期日

　　平成21年７月31日

７. 償還の方法及び期限

(1) 満期償還　

　　本社債は、平成24年７月30日にそ

の総額を額面100円につき金

100円で償還する。

(2) 任意繰上償還　

平成21年９月１日以降いつで

も、当社は、本新株予約権付社

債の社債権者に対して、14営

業日以上前に通知した上で、

当該通知において指定した償

還日に、残存本社債の全部

（一部は不可）を、額面100円

につき金100円で繰上償還す

ることができる。

　

（株式移転による持株会社の設立）

　当社は、平成21年１月29日開催の取締

役会において、平成21年５月１日を期

日として、下記のとおり株式移転によ

り完全親会社となる「㈱ファンドクリ

エーショングループ」を設立すること

を決定いたしました。

　株式移転の概要は、次のとおりであり

ます。

 

１．株式移転による持株会社設立の目

的

　当社グループが関連する不動産関連

業界では破綻に至る会社が相次ぐな

ど、当社グループを取り巻く事業環境

は極めて厳しい状況にあります。当社

グループとしても、このような難局を

打開するべくグループ会社としての

一体的な経営をさらに高めるため、全

社的な経営戦略の立案及び経営管理

を行う持株会社を設立することとい

たしました。当社が持株会社へ移行す

る具体的な主要目的は以下のとおり

であります。

 ① 経営戦略立案・管理業務と事業

遂行の分離による経営判断と組

織運営の迅速化

当社では、既に執行役員制度を

導入し事業部門毎の経営の迅速化

に努めてまいりましたが、変化の激

しい事業環境においては、持株会社

がグループ全体の経営・事業戦略

の立案と管理業務に、また各事業子

会社ではそれぞれの事業遂行に専

念する体制を構築することにより、

これまで以上に迅速な経営判断と

組織運営が可能になります。
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前中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

（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

　

８. 本新株予約権の内容

(1) 本社債に付された本新株予約

　　権の数

各本社債に付された本新株予約

権の個数は１個とし、合計40個の

本新株予約権を発行する。

(2) 本新株予約権と引換えに払い

　　込む金銭

本新株予約権と引換えに金銭の

払込みを要しない。

(3) 新株予約権の目的となる株式

　　の種類

当社普通株式

(4) 新株予約権の目的となる株式

　　の数

本新株予約権の行使により当社

が当社普通株式を新たに発行し

又はこれに代えて当社の保有す

る当社普通株式を移転（以下当

社普通株式の発行又は移転を

「交付」という。）する数は、行

使請求にかかる本社債の払込金

額の総額を転換価額（以下に定

義する。）で除して得られた数と

する。但し、行使により生じる１

株未満の端数は切り捨て、現金に

よる調整は行わない。また、本新

株予約権の行使により単元未満

株式（１単元の株式の数は100

株）が発生する場合、会社法に定

める単元未満株式の買取請求権

が行使されたものとして現金に

より精算する。

(5) 新株予約権の行使に際して出

　　資される財産の内容及びその

　　価額

① 各本新株予約権の行使に際

して出資される財産は、当該

本新株予約権に係る本社債と

し、当該本社債の価額は、本社

債の払込金額と同額とする。

       ② 転換価額は、当初105円とす

          る。　

(６) 本新株予約権の割当日　

　平成21年７月31日　

② セグメント別損益の明確化と経営

資源の効率的な配分従来はグルー

プ全体のセグメント別損益と収益

責任を必ずしも明確化しておりま

せんでしたが、各事業子会社の管理

機能を持株会社に集約しつつ子会

社ではそれぞれの事業遂行に専念

することにより、セグメント別損益

と収益責任をこれまで以上に明確

化し資金・人員等の経営資源をよ

り効率的に配分・再配置すること

が可能となります。

③ 子会社の管理機能のコスト削減効

果

持株会社が各事業子会社の管理

機能を一括して担い子会社におけ

る管理部門の簡素化を図ることに

より、子会社に係る管理部門の運営

・人員コストの削減が見込まれま

す。　

④ グループ内事業再編の迅速化

変化の激しい事業環境に対し機

動的に対処するべく、子会社におけ

る各事業の見直しあるいは事業の

見直しに応じた子会社の再編を迅

速に行うことが可能となります。

 ⑤ グループ全体としての資金調達の

機動性強化

従来は事業会社毎にあるいは案

件毎に応じて資金調達を行う運営

が中心でしたが、昨今の不動産関連

業界における資金調達環境の厳し

さに鑑み、グループ全体としての資

金調達の機動性とキャッシュマネ

ジメントのあり方を強化すること

により、棚卸資産の迅速な売買や

ファンド及びSPCの資金ニーズへの

迅速な対応が可能となるようにい

たします。

 ⑥ グループ会社を一体的に捉えたガ

バナンス体制の強化

従来は各事業の進展性に応じ随

時分社化・会社新設等を進めてま

いりましたが、各事業子会社の法人

としての独立性を維持しながらも、

グループ会社を一体的に捉え直し

グループ内事業の相乗効果を高め

るためのガバナンス体制を強化い

たします。
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前中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

９. 募集の方法

　　第三者割当ての方法により、全

　　額を田島克洋に割り当てる。

10．担保の内容

　　無担保　

11. 調達する資金の具体的な使途

　　　株式会社ファンドクリエーショング

ループの子会社である株式会社

ファンドクリエーションが保有

している同社子会社株式の取得

に全額充当、また、株式会社ファ

ンドクリエーションにおいては、

株式売却資金等によって財務基

盤の強化や運転資金への充当す

る。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

２．株式移転の方法及び時期

  平成21年５月１日を期日として、株

式移転により完全親会社となる純粋

持株会社を設立し、同時に、当社は同

持株会社の完全子会社になることと

いたします。

持株会社は、株式会社ジャスダック

証券取引所に上場申請を行うことを

予定しており、完全子会社となる当社

は上場廃止となりますが、持株会社が

上場を果たすことにより、実質的に株

式の上場を維持する方針であります。

　

３．株式移転比率

㈱ファンドクリエーションの普通

株式１株に対して、新たに設立する㈱

ファンドクリエーショングループの

普通株式100株を割当交付いたしま

す。

 

４. 完全子会社となる会社の新株予約

権及び新株予約権付

　　社債に関する取扱い

  当社が発行している新株予約権に

つきましては、株式移転期日をもって

消滅し、当該新株予約権の予約権者に

対してこれに代わる持株会社の新株

予約権を交付いたします。 

 

５．持株会社の上場申請に関する事項

　持株会社は、ジャスダック証券取引

所市場への新規上場を申請する予定

であります。 なお、同取引所に上場し

ている当社は、持株会社の完全子会社

となるため、上場廃止する予定です。

 

６．株式移転による業績への影響の見

通し

本株式移転の実施に伴い、当社の業

績は完全親会社である持株会社に反

映されることになります。当社の業績

への影響は軽微でありますが、今後に

つきましては、持株会社移行に伴うグ

ループ会社の管理コスト削減や経営

判断の迅速化などの効果が見込まれ

ます。なお、持株会社の経営計画等に

つきましては、決定次第お知らせいた

します。
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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６期）（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）平成21年２月26日関東財務局長に提出。

　

(2）四半期報告書及び確認書

　　第７期第１四半期　（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28日） 平成21年４月14日関東財務局長に提出

　

(3）臨時報告書

①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９号の２の規定に基づ

く臨時報告書であります。平成20年12月12日関東財務局長に提出。

②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21年１月20日関東財務局長に提出。　

③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12号及び第19号の規定

に基づく臨時報告書であります。平成21年１月22日関東財務局長に提出。　

④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６号の３の規定に基づ

く臨時報告書であります。平成21年１月30日関東財務局長に提出。　　

⑤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21年３月４日関東財務局長に提出。　

 

(4）臨時報告書の訂正報告書

 　 　上記(3)④の訂正報告書であります。平成21年２月４日関東財務局長に提出

 

(5）有価証券報告書の訂正報告書

　上記(1)の訂正報告書であります。平成21年２月５日関東財務局長に提出　
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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

 

 
 ※１．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。

２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

 平成21年８月26日

株式会社ファンドクリエーション  

 

 取締役会　御中    

 

 清和監査法人  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 川　田　　増　三　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大　塚　　貴　史　　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20年12月１日から平成21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20年12月１日から平成21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21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20年12月１日から平成21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。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社の親会社である株式会社ファンドクリエーショングループは、平成21年７

月13日開催の臨時取締役会において無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。

　

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

　

 
 ※１．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。

２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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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

 

 
 ※１．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。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

 平成21年８月26日

株式会社ファンドクリエーション  

 

 取締役会　御中    

 

 清和監査法人  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 川  田　  増  三　　印

 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 大　塚　　貴　史　　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20年12月１日から平成21年11月30日までの第７期事業年度の中間会計期間（平成

20年12月１日から平成21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21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

20年12月１日から平成21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。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社の親会社である株式会社ファンドクリエーショングループは、平成21年７

月13日開催の臨時取締役会において無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。

　

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

 

 
 ※１．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。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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