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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９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

営業収益 (百万円) 5,071 6,052 13,958 27,044 138,025

経常利益 (百万円) 1,462 2,733 8,113 16,461 26,120

当期純利益 (百万円) 871 1,633 4,757 9,015 14,662

純資産額 (百万円) 5,499 9,360 28,561 39,794 80,488

総資産額 (百万円) 11,438 40,283 95,593 158,147338,509

１株当たり純資産額 (円) 77,085.32118,758.66100,815.44130,380.0895,872.59

１株当たり当期純利益金額 (円) 12,571.4121,739.2118,326.8131,750.4824,833.95

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) 11,895.0220,729.1417,734.9230,625.3422,375.29

自己資本比率 (％) 48.1 23.2 29.9 23.5 18.0

自己資本利益率 (％) 17.8 22.0 25.1 27.4 29.9

株価収益率 (倍) 25.9 25.8 40.5 16.9 7.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,443 △25,466△25,247 △2,900 △48,778

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,645 △204 △5,962 △8,894 △35,962

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,221 24,304 45,912 28,283 91,886

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 5,731 4,365 19,178 37,074 44,962

従業員数 (名) 73 95 115 133 162

(注) １　営業収益には消費税等は含まれておりません。
２　当社は平成17年２月21日をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っており、平成16年12月末日の株価は
権利落後の株価となっております。なお、第10期の株価収益率につきましては、権利落後の株価に分割割合を
乗じて算定しております。

３　当社は、下記の通り株式分割を行っております。

平成17年２月21日　　１株につき３株

平成19年７月１日　　１株につき２株　
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

営業収益 (百万円) 3,244 4,280 10,018 17,694 26,674

経常利益 (百万円) 1,343 1,907 7,122 13,769 21,686

当期純利益 (百万円) 770 1,137 4,574 8,303 13,352

資本金 (百万円) 1,484 2,610 9,507 9,648 14,546

発行済株式総数 (株) 71,340 78,817 282,357285,489635,140

純資産額 (百万円) 4,897 8,262 27,162 35,106 57,680

総資産額 (百万円) 9,727 29,585 69,806 110,378179,431

１株当たり純資産額 (円) 68,656.94104,827.9295,858.00122,971.0190,814.88

１株当たり配当額
(内１株当たり中間配当額)

(円)

(円)

―

(―)

1,500

(―)

1,250

(―)

3,000

(―)

2,350

(―)

１株当たり当期純利益金額 (円) 11,112.8014,993.7817,608.0529,234.9422,606.96

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) 10,514.8914,297.1317,039.3728,199.2420,369.49

自己資本比率 (％) 50.4 27.9 38.9 31.8 32.1

自己資本利益率 (％) 17.7 17.3 25.8 26.7 28.8

株価収益率 (倍) 29.3 37.4 42.2 18.4 8.0

配当性向 (％) ― 10.0 7.1 10.3 10.4

従業員数 (名) 44 53 55 65 87

(注) １　営業収益には消費税等は含まれておりません。
２　当社は平成17年２月21日をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っており、平成16年12月末日の株価は
権利落後の株価となっております。なお、第10期の株価収益率につきましては、権利落後の株価に分割割合を
乗じて算定しております。

３　当社は、下記の通り株式分割を行っております。

平成17年２月21日　　１株につき３株

平成19年７月１日　　１株につき２株　
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２ 【沿革】

　

年月 概要

平成７年４月 ケネディ・ウィルソン・インクの日本における不動産事業(不動産投資アドバイザリー事業)の拠点

として東京都千代田区麹町三丁目12番12号にケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社を設立。

平成９年10月 債権投資マネジメント事業を開始。

平成10年８月 本社を東京都港区西新橋一丁目６番15号に移転。

平成11年２月 川崎市にあるデータセンタービル投資への支援。本案件の資金調達において、国内最初の不動産ノン

リコースローンをアレンジ。この物件からアセットマネジメント事業への本格参入。

平成11年10月 米国ニューヨーク市５番街ティファニービル売買のブローカレッジ。

平成12年２月 パシフィック債権回収株式会社（連結子会社）が、法務大臣から債権管理回収業の許可を取得し、本

格的に債権投資及び回収を開始。

平成13年７月 大手生命保険会社との不動産投資ファンドを組成。初の国内顧客投資家からのアセットマネジメント

業務を受託。

平成14年１月 本社を東京都港区新橋二丁目２番９号(現在地)に移転。

平成14年２月 大阪証券取引所ナスダックジャパン市場に株式を上場。

平成14年８月 千葉県浦安市の大型物流倉庫（延床面積９千坪）の建設及び大手商社との共同投資による賃貸マン

ションの開発に着手し、開発案件への取組を開始。

平成14年10月 大阪市中央区本町四丁目4番25号本町三井ビル２階に大阪営業所を設置。

平成15年８月 三井物産株式会社と業務提携契約を締結し、同社に対する第三者割当増資を実施。

平成15年11月 年金基金との不動産投資ファンドを組成し、アセットマネジメント業務を受託。

平成15年12月 当社グループにおけるアセットマネジメント受託残高1,000億円を突破。

平成15年12月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成16年12月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。

平成17年5月 ケネディクス株式会社に商号変更。

平成17年5月 三井物産株式会社と中央三井信託銀行株式会社との共同事業として取組んできた、国内初の物流施設

特化型J-REITである日本ロジスティクスファンド投資法人が東京証券取引所に上場。

平成17年7月 当社の100%子会社であるケネディクス・リート・マネジメント株式会社（連結子会社）が運用する

ケネディクス不動産投資法人が東京証券取引所に上場。

平成18年1月 ケネディ・ウィルソン・インクの子会社で、集合住宅を投資対象とするアセットマネジメント会社で

あるKW Multi-Family Management Group, Ltd.に20％の資本参加。

平成18年9月 当社グループにおけるアセットマネジメント受託残高5,000億円を突破。

平成19年4月 豪州チャレンジャー社との共同事業として取組んできた、本邦不動産を投資対象とした不動産投資信

託(Listed Property Trust)であるChallenger Kenedix Japan Trustがオーストラリア証券取引所に

上場。

平成19年12月 当社グループにおけるアセットマネジメント受託残高7,000億円を突破。

平成19年12月 株式会社コマーシャル・アールイーの株式を追加取得し、同社を持分法適用の関連会社とする。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社(ケネディクス株式会社)、子会社113社及び関連会社63社により構成されておりま

す。

当社グループの事業は、不動産投資アドバイザリー事業、不動産投資事業、アセットマネジメント事業、債

権投資マネジメント事業であり、顧客投資家に対する不動産や不動産担保付債権等への投資戦略の立案・

投資アドバイス、投資案件の運営・管理によるアセットマネジメントなど一連の投資プロセスに対して総

合的で包括的な投資サービスの提供を行っております。また、当社が構築する一部の投資案件については、

より明確に顧客投資家との利害を一致させることと同時に、当社としてもより大きな利潤獲得のために、当

社グループ自身が少額投融資を行っております。

なお、事業区分について、従来、不動産投資アドバイザリー事業、アセットマネジメント事業、債権投資マ

ネジメント事業の3事業区分としておりましたが、当社グループでの自己勘定による不動産投資事業への投

資が増加していることを踏まえ、各事業の実態及び収益構造をより適切に表示するため、当連結会計年度よ

り、不動産投資アドバイザリー事業、不動産投資事業、アセットマネジメント事業、債権投資マネジメント事

業の4事業区分に変更しております。

　

当社グループの事業モデルの概要は以下のとおりであります。

(事業の流れ(時系列))

①　　当社は不動産会社及び金融機関等が保有する不動産・債権を調査します。

②　　当社は高利回りが見込める投資スキームを構築し、顧客投資家に提案します。

③　　顧客投資家は当社の連結子会社、持分法適用会社等(以下「関係会社等」といいます。)が営業者となる

匿名組合(投資ビークル(※１))に出資します。

④　　匿名組合の営業者として関係会社等は不動産会社及び金融機関等から不動産・債権を購入します。

⑤　　当社は匿名組合の営業者としての関係会社等から投資案件の発掘・買付の対価としてアクイジション

フィー(※２)を受け取ります。

⑥⑦　当社グループは匿名組合の営業者としての関係会社等から不動産の運営・債権の管理回収業務を受

託し、アセットマネジメントフィー(※３)を受け取ります。

⑧　　当社グループは匿名組合の営業者としての関係会社等から不動産・債権の処分を受託し、投資家等の

売却先を探します。
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⑨⑩　匿名組合の営業者としての関係会社等は不動産・債権を投資家等に売却し、当社グループは匿名組合

の営業者としての関係会社等からディスポジションフィー(※４)、インセンティブフィー(※５)を

受け取ります。

⑪　　匿名組合の営業者としての関係会社等は、不動産の賃貸収入・債権の回収収入を顧客投資家に分配し

ます(分配時の損益計算書の勘定科目は「匿名組合損益分配額」)。

　
(※１) 投資ビークル ：当社グループが行う事業で活用する典型的な「投資ビークル」とは日

本の商法上に規定される匿名組合です。当社の関係会社等を営業者、顧

客投資家を組合員とする匿名組合を組成し投資事業を行います。当社

グループは、匿名組合の営業者としての関係会社等から委託を受け、不

動産・債権等の投資案件の発掘、買付、資産管理、処分を担当すること

で報酬を受領し、組合員である顧客投資家は投資事業より獲得された

利益の分配を受けます。

(※２) アクイジションフィー ：投資案件の発掘・買付業務に対する手数料のこと。投資スキーム運営

上、初期段階の収益源。

(※３) アセットマネジメントフィー ：投資後、物件を処分するまでの間、当社の当該投資物件管理に対する手

数料のこと。

(※４) ディスポジションフィー ：投資物件の処分業務に対する手数料のこと。

(※５) インセンティブフィー ：一定の投資利回りを超える投資利益を実現できた場合に、受け取る報

酬のこと。その金額は、実現された投資利益に応じて決定されます。そ

のため、顧客投資家により高い投資利益をもたらすことにより、当社も

より大きな収益を獲得することができます。
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以下の図は当社グループの事業全体の流れとその担当セグメント示したものであります。

　
　

当社グループの状況を図示すると次のとおりであります。
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  当社グループの事業内容は次のとおりであります。

　なお、次の４事業は「第５　経理の状況　１(1)連結財務諸表　注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情

報の区分と同一であります。

　

(1)不動産投資アドバイザリー事業

不動産投資アドバイザリー事業部門では、主に顧客投資家の不動産投資支援サービス業務等を行って

おります。

不動産投資支援サービスでは、顧客投資家のニーズに沿った投資戦略に基づき、投資スキームの構築や

投資不動産の発掘、収益性分析、ノンリコースローン(※６)等の資金調達を実施し、投資実行に至った時

点でアクイジションフィーやコンサルティングフィーを受領します。同時に、顧客投資家に提案する投資

スキームの中では、当社グループ自身も少額投融資を行い、より明確に顧客投資家との利害を一致させる

とともに、当社としてもより大きな利潤を獲得することを目指しています。

　

(※６) ノンリコースローン ：責任財産限定型融資のこと。通常の融資は企業自体に貸し付けるため、

担保を処分しても残存額に満たない場合でも、債務は依然残り、引き続

き返済が求められる。ノンリコースローンでは特定の事業又は担保を

対象に融資し、返済は担保の範囲内に限定される。

(2)不動産投資事業

不動産投資事業では、当社グループが組成する不動産ファンドに組み入れるまでの一時的な保有を目

的として、当社の連結子会社である投資ビークルを通じて、自己勘定による不動産の在庫投資を行ってお

ります。これらの物件からは保有期間中の賃料収入を得ることができる他、ファンドへの売却時に、不動

産価値を高めたことによる売却益を獲得することがあります。

　

(3)アセットマネジメント事業

アセットマネジメント事業は、不動産投資実行後の保有期間中、不動産の資産価値を上昇させるための

プランを策定し実行していく業務であり、不動産の運営管理、顧客投資家・金融機関へのレポート等を含

む一連のサービスの対価として、アセットマネジメントフィーを受け取ります。

また投資不動産の売却時にはアセットマネジメント契約に応じてディスポジションフィーを受領する

他、当社が適切に業務を遂行し、一定の投資利回りを超える投資利益が実現した場合には、投資利益に応じ

て決定されるインセンティブフィーを獲得いたします。

　

(4)債権投資マネジメント事業

当社グループは、金融機関が放出する不動産担保付債権を投資対象とし、顧客投資家ニーズに沿った投

資計画に基づき、投資スキームの構築、債権及び担保不動産の選定及び価値算定、投資実行、担保不動産の

売却、債権の管理回収等を行っております。

これら一連の過程において、当社グループは不動産投資と同様にアクイジションフィー、アセットマネ

ジメントフィー、ディスポジションフィー、インセンティブフィー等のフィー収入を獲得します。

また顧客投資家に提案する投資スキームの中では、当社グループ自身が少額投融資を行うことで、明確

に顧客投資家との利害を一致させるとともに、当社グループとしてもより大きな利潤を獲得することを目

指しております。

さらに、当社グループが自己勘定による債権投資を行うことがあります。
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４ 【関係会社の状況】

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(被所有)割合
関係内容

所有割合

(％)

被所有割合

(％)

(連結子会社)

ケネディクス・アドバイザー

ズ㈱
東京都港区 50

アセットマネジ

メント事業
100.0 ―

当社が組成した不動産ファン
ドのアセットマネジメント
役員の兼任４名

ケネディクス・リート・マネ

ジメント㈱
東京都港区 200

不動産投資アド

バイザリー事業

アセットマネジ

メント事業

100.0 ―
不動産投資信託の資産運用会
社
役員の兼任１名

ケネディクス・デベロップメ

ント㈱
東京都港区 10

不動産投資アド

バイザリー事業
100.0 ―

不動産の開発案件に関する
コンサルティング
当社からの貸付金がありま
す。　　　　　
役員の兼任３名

パシフィック債権回収㈱ 東京都千代田区 500
債権投資マネジ

メント事業
95.0 ―

当社の関係会社等から債権回
収管理業務を受託
役員の兼任１名

Kenedix Westwood, LLC

（注）２

米国カリフォルニア

州

千米ドル

15,850

不動産投資アド

バイザリー事業

不動産投資事業

100.0 ―
米国における不動産投資案件
の発掘及び不動産投資

匿名組合フェアリー・キャッ

スル・ワン（注）２、３
東京都新宿区 1,774不動産投資事業 ― ―

不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合ワンダーランド・オ

ペレーション（注）２、３
東京都新宿区 6,428不動産投資事業 ― ―

不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合ワンダーランド・

ファイブ（注）２、３
東京都新宿区 1,860不動産投資事業 ― ―

不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合シャテルドン・イン

ベスターズ・ワン　（注）２、

３

東京都中央区 9,229不動産投資事業 ― ―
不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合シャテルドン・イン

ベスターズ・ツー　（注）２、

３

東京都中央区 9,476不動産投資事業 ― ―
不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合ケイディー・エック

ス・ナイン　（注）２、３
東京都港区 12,800不動産投資事業 ― ―

不動産投資における投資ビー

クル

匿名組合ＫＲＦ14　（注）２、

３
東京都港区 3,683不動産投資事業 ― ―

不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合ＫＲＦ19　（注）２、

３
東京都港区 1,763不動産投資事業 ― ―

不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合ＫＲＦ21　（注）２、

３
東京都港区 1,606不動産投資事業 ― ―

不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合ムーンストーン・

アール（注）２、３
東京都港区 1,619不動産投資事業 ― ―

不動産投資における投資ビー
クル

20 Cannon Street Ltd.

（注）２
ジャージー島

千英国

ポンド

8,530

不動産投資事業 100.0 ―

不動産投資における投資ビー
クル
当社からの貸付金がありま
す。

㈲ＫＲＦ11　（注）５ 東京都港区 3不動産投資事業 100.0 ―
不動産投資における投資ビー
クル

匿名組合ケイダブリューオー

・フォース　（注）３、

５

東京都港区 30不動産投資事業 ― ―
不動産投資における投資ビー
クル

その他83社 ―

(持分法適用関連会社)
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㈱コマーシャル・アールイー 東京都中央区 3,252
アセットマネジメント

事業
33.3 0.20

不動産ファンドのアセットマ
ネジメント
役員の兼任1名

三井物産ロジスティクス・

パートナーズ㈱
東京都千代田区 150

アセットマネジメント

事業
20.0 ―

不動産投資信託の資産運用会
社

㈱アセット・ワン 東京都千代田区 100
債権投資マネジメント

事業
30.0 0.06

当社から不動産物件調査業務
等を受託

住宅流通㈱ 東京都千代田区 75
債権投資マネジメント

事業
37.5 ―

当社から不動産ブローカレッ
ジ業務、債権投資マネジメン
ト事業の債権評価のための担
保不動産評価等を受託

KW Multi-Family

Management Group, 

LLC　(注) ４

米国カリフォルニア

州
―

不動産投資アドバイザ

リー事業

アセットマネジメント

事業

　　　20.0　

　　(20.0)
―
当社の米国不動産投資におけ
る案件発掘及びアセットマネ
ジメント

タッチストーン・キャピタル

証券㈱
兵庫県神戸市 710

不動産投資アド

バイザリー事業
20.0 ―

当社が組成した私募ファンド
の匿名組合出資持分の私募の
取扱いに関する事務を委託

㈱シー・アンド・ケー 東京都港区 305不動産投資事業 49.0 ―

当社が組成した不動産ファン
ドへの共同投資会社
当社からの貸付金がありま
す。

その他56社 ―

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

　　 ２　特定子会社に該当しております。

     ３　支配力基準により子会社に含まれています。

　　 ４　「議決権の所有(被所有割合)」欄の(内書)は間接所有であります。

   　５　㈲ＫＲＦ11については、営業収益(連結会社間の内部売上高を除く)の連結営業収益に占める割合が10％を超え

ております

　　     主要な損益情報等　① 営業収益　　　　24,190百万円

　　     　　　　　　　　　② 経常利益　　　　 1,812百万円

　　     　　　　　　　　　③ 当期純利益　　　　　 0百万円

　　     　　　　　　　　　④ 純資産額 　　 　　　 3百万円

　　     　　　　　　　　　⑤ 総資産額 　　　 24,796百万円

   　  　匿名組合ケイダブリュー・オー・フォースについては、営業収益(連結会社間の内部売上高を除く)の連結営業収

益に占める割合が10％を超えております

　　     主要な損益情報等　① 営業収益　　　　32,670百万円

　　     　　　　　　　　　② 経常利益　　　　 6,329百万円

　　     　　　　　　　　　③ 当期純利益　　　 6,329百万円

　　     　　　　　　　　　④ 純資産額 　　　　　 30百万円

　　     　　　　　　　　　⑤ 総資産額 　　　　6,877百万円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成19年12月31日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

不動産投資アドバイザリー事業 29

不動産投資事業 ―

アセットマネジメント事業 85

債権投資マネジメント事業 28

全社(共通) 20

合計 162

(注) １　従業員数については、就業人員を記載しており、受入出向者数を含めております。

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

であります。

３　従業員数が前期末に比し、29名増加したのは、業容拡大に伴う新規採用及び出向者の受入の増加によるもので

あります。

　

(2) 提出会社の状況

(平成19年12月31日現在)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

87 38.6 2.4 12,383

(注) １　従業員数については、就業人員を記載しており、受入出向者数を含めております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数が前期末に比し、22名増加したのは、業容拡大に伴う新規採用及び出向者の受入の増加によるもので

あります。

　

　

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資が増加基調にあるなど、景気は緩やかに拡大する一方

で、原油高や米国のサブプライムローン問題に端を発する米国経済の減速懸念などにより、景気の先行き

に対する不透明さが広がってまいりました。

当社グループが属する不動産及び不動産金融業界においては、優良物件の獲得について厳しい競争が

続く一方、下期にはJ-REIT市場が低調に推移するなど、先行きに警戒感も強まっております。

このような状況にあって、当社グループにおきましては、優良案件の発掘と顧客投資家への投資機会の

提供に注力し、アセットマネジメント業務の更なる機能強化に努めてまいりました。

当社とオーストラリアの上場会社であるチャレンジャー社との共同事業で、本邦不動産を投資対象と

した不動産投資信託（Listed Property Trust :LPT）が、平成19年4月30日にオーストラリア証券取引所

に上場いたしました(名称：Challenger Kenedix Japan Trust)。当社グループは、当該LPTへ物件を供給

する他、当該LPTが保有する商業施設の不動産ポートフォリオのアセットマネジメントを受託しておりま

す。

また、当社グループがスポンサーとなっているケネディクス不動産投資法人の公募増資による資金調

達に伴い、平成19年6月1日付けで、5物件、合計220億円（同投資法人における取得価額ベース）を同不動

産投資法人へ売却いたしました。

平成19年12月末現在、上記のLPT及びケネディクス不動産投資法人に加え、当社グループがスポンサー

となっている日本ロジスティクスファンド投資法人の保有資産を含めた当社グループが受託するアセッ

トマネジメント受託残高は、約7,349億円となっております。

こうした中、当連結会計年度の営業収益は前年度比410.4％増の138,025百万円となり、営業利益、経常

利益及び当期純利益はそれぞれ30,863百万円（前年度比65.6％増）、26,120百万円（同58.7％増）、

14,662百万円（同62.6％増）と好調な業績を達成いたしました。

なお、販売用不動産の売却時の会計処理について、従来、売却収入と売却原価を相殺した売却損益の純

額を営業収益に計上しておりましたが、当連結会計年度より、売却収入を営業収益に、売却原価を営業原

価に計上する方法に変更することといたしました。これによる営業総利益以下の利益に与える影響はあ

りませんが、営業収益と営業原価が、従来に比べ、大幅に増加しております。

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。

　なお、当連結会計年度より、事業の種類別セグメントの事業区分を変更し、従来、不動産投資アドバイザ

リー事業に含めておりました不動産投資事業を独立させております。したがって、不動産投資アドバイザ

リー事業及び不動産投資事業については、前年度比は記載しておりません。

　

①不動産投資アドバイザリー事業

不動産投資アドバイザリー事業につきましては、物件取得が順調に進み、一定のアクイジションフィー

が計上された他、ブローカレッジフィーなどのフィー収入が増加した結果、営業収益は5,838百万円、営業

利益は4,260百万円となりました。
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②不動産投資事業

不動産投資事業につきましては、当社グループが運用するファンドに対する売却を中心として、保有物

件の売却を行ったこと等から、営業収益は127,034百万円、営業利益は22,277百万円となりました。

　

③アセットマネジメント事業

アセットマネジメント事業につきましては、受託資産の増加に伴い、管理報酬であるアセットマネジメ

ントフィーが増加したこと、受託資産の売却に伴い、成功報酬であるインセンティブフィーが増加したこ

とにより、営業収益は7,891百万円(前年度比50.2％増)、営業利益は5,425百万円（同62.1％増）となりま

した。

　

④債権投資マネジメント事業

債権投資マネジメント事業につきましては、インセンティブフィー等のフィー収入は若干減少したも

のの、自己勘定投資による債権回収益が増加したこと等により、営業収益は1,768百万円(前年度比35.0％

増)、営業利益は1,105百万円（同99.8％増）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により48,778百万円減少し、投資活動によ

り35,962百万円減少し、財務活動により91,886百万円増加いたしました。この結果、当連結会計年度末に

おける現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、7,887百万円増加し44,962百万円となりました。

　

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、48,778百万円（前年同期比1,581.9％増）と

なりました。これは主に、税金等調整前当期純利益は26,172百万円計上したものの、たな卸資産の増加が

63,679百万円あったことや、法人税等の支払額が9,248百万円あったことによるものであります。

　

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、35,962百万円（前年同期比304.3％増）とな

りました。これは主に、匿名組合の出資持分の取得を中心とした、連結範囲の変更を伴う子会社株式・出

資金等の取得による支出が24,935百万円あったことによるものであります。

　

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、91,886百万円（前年同期比224.9％増）とな

りました。これは主に、たな卸資産の増加等に伴う借入金の増加に加えて、当連結会計年度においては少

数株主からの払込による収入が14,567百万円あったことによるものであります。これは、当社グループが

連結したファンドに対する当社グループ以外の顧客投資家の出資持分であります。

　また、公募増資の実施により9,411百万円調達したことに、ストックオプションの行使によるものを含め

て、株式の発行による収入が9,739百万円計上されております。

　さらに、50,000百万円の発行登録の枠内で、無担保普通社債を発行し、15,000百万円を調達しておりま

す。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは、不動産投資アドバイザリー事業、不動産投資事業、アセットマネジメント事業、債権投

資マネジメント事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はし

ておりません。

　

(2) 受注状況

当社グループは、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

　

(3) 販売実績

　

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

　不動産投資アドバイザリー事業 4,514 ─

　不動産投資事業 127,034 ─

　アセットマネジメント事業 4,707 105.0

　債権投資マネジメント事業 1,768 135.1

合計 138,025 510.4

(注) 1.　セグメント間取引については、相殺消去しております。

2.　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

合同会社サブ・ティーケー・ワン ― ― 41,845 30.3

ケネディクス不動産投資法人 6,492 24.0 36,009 26.1

3.　金額には、消費税等は含まれておりません。

4.　当連結会計年度より、事業の種類別セグメントの事業区分を変更し、従来、不動産投資アドバイザリー事業

に含めておりました不動産投資事業を独立させております。そのため、不動産投資アドバイザリー事業及

び不動産投資事業については、前年同期比は記載しておりません。
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３ 【対処すべき課題】

J-REIT市場及び不動産流動化ビジネスの拡大により、当業界への新規参入も増加しており、優良不動産

物件の取得に関しては激しい競争が続いております。このような中、当社グループにおける事業について

は、優良な投資対象を安定的に確保することが最も重要な課題であります。このため、これまでに蓄積し

たノウハウを生かしながら、投資対象の多様化、開発案件への取組の推進、海外事業を含む投資地域の多

様化といった施策を通じて、優良物件の発掘・取得に向けて一層尽力いたします。

顧客投資家については、年金基金に代表される長期安定的な投資方針を有する顧客投資家の獲得に注

力する方針であり、顧客投資家の多様化を推進する所存であります。

当社グループが組成するJ-REITとして、ケネディクス不動産投資法人と日本ロジスティクスファンド

投資法人が、東京証券取引所に上場しておりますが、加えてオーストラリア証券取引所にLPT

（Challenger Kenedix Japan Trust）が上場いたしました。当社グループは、これらの継続的な成長が、

当社グループの継続的・安定的な成長に資するものと認識しており、資産規模拡大に取組んでまいる所

存であります。

急速に変化していく不動産市場においては、最新の情報、最新のスキームの習得が必要であり、優秀な

スタッフの充実が重要であります。そのために、インセンティブプランの実施等を通じて、従業員の士気

向上に努めるとともに、優秀な人材を積極的に確保していく方針です。

　金融商品取引法の施行に代表される当業界に対する規制に対しては、その動向を正確に把握し、的確で

十分なコンプライアンス体制を構築してまいります。

　

　

４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、当社グループは、これらのリスク発

生の可能性を把握した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。本項における

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

　

(1) 経済情勢の悪化

当社グループは不動産投資に関連するサービスの提供及び不動産の運営管理等を行っておりますが、

経済情勢が悪化し、空室率の上昇や賃料の下落といったように不動産市況が低迷した場合には、当社グ

ループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

(2) 競合

当社の事業である不動産投資アドバイザリー事業、不動産投資事業、アセットマネジメント事業につ

きましては、同様の業務を行う会社が近年増加しており、物件の獲得競争や各種手数料の価格競争等を

通して、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、不動産ファンドは、各種金融商品、投資対象商品との運用パフォーマンスの比較競争にさらされ

ることも予想され、不動産ファンドが他の投資対象との比較において相対的に魅力が低下した場合に

は、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(3) 金利水準の動向

将来において、金利水準が上昇した場合には、資金調達コストの増加、顧客投資家の期待利回りの上

昇、不動産価格の下落等の事象が生ずる可能性があり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

　

(4) 人員の確保

当社グループが今後も不動産投資に関する高度な知識と経験に基づく競争力のあるサービスを提供

していくためには、優秀な人員の確保が不可欠となります。当社はこのような認識のもと積極的に優秀

な人員を採用していく方針でありますが、当社の求める人材が十分に確保できない場合、または現在在

職している人材が大量に流出するような場合は、事業推進に影響が出る可能性があるとともに、業績に

も悪影響を与える可能性があります。

　

(5) 各種規制変更のリスク

当社グループは、現時点の各種規制に従って、また、規制上のリスクを伴って業務を遂行しております

が、将来において各種規制が変更された場合には、当社グループの事業推進に悪影響を及ぼす可能性が

あります。当社グループが規制を受ける主なものは、宅地建物取引業法、「不動産投資顧問業登録規程」

に基づく登録、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引法に基づく金融商品取引業者の登録、

建築士法、債権管理回収業に関する特別措置法等があります。

なお、金融商品取引法の施行により、当社グループが運用する不動産ファンドについても、当該法律に

よる規制を受けることとなりました。当社グループにおいては、当該法令への対応を推進しております

が、法令の詳細部分の解釈等が未確定な部分もあり、今後、法令等の動向や、解釈によっては、当社グルー

プに必要となる許認可の取得を中心とする対応が十分に出来ずに、当社グループの経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。

　

(6) 災害による投資不動産の価値の毀損リスク

当社グループが投資・保有している不動産が所在する地域において、地震、戦争、テロ、火災等の災害

が発生した場合には、当該不動産の価値が毀損する可能性があり、当社グループの業績や財政状態に悪

影響を及ぼす可能性があります。

　

(7) 財政状態及び経営成績の変動

当社グループは、上場以来、現在まで急速に事業規模を拡大してきており、業績も急速な成長過程にあ

ると認識しております。今後も自己勘定投資による物件取得及び当社グループが組成するファンドへの

少額投資の促進等により、たな卸資産や投資有価証券の増加、総資産の拡大や、これらに伴う有利子負債

の増加が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に変動が生じる可能性があります。当社グループ

としては、今後の事業規模の拡大と自己資本の充実、財務体質の強化を重要な経営課題と認識しており、

これらのバランスをとりつつ、着実な成長とリスクの抑制に努める方針です。

　

(8) 不動産の瑕疵等に関するリスク

当社グループが主たる投資対象としている不動産には、権利関係や土壌、建物の構造等について、瑕疵

や欠陥等が存在している可能性があります。当社グループでは、物件取得前には十分なデューデリジェ

ンスを実施しておりますが、物件取得後に構造計算書偽装や瑕疵等の存在が判明し、当社グループにお

いてこれを治癒するための想定外の費用負担が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に

悪影響を及ぼす可能性があります。
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(9) M＆A、資本提携等

当社グループでは、アセットマネジメント受託残高の拡大と並行して収益性の高い不動産への投資拡

大の観点から、投資対象の多様化による事業拡大に対しても積極的に取り組んでいく方針であります。

当社グループでは不動産投資ファンドの投資対象をオフィスビルや賃貸住宅から商業施設や物流施

設へと拡大してまいりましたが、今後も魅力的な投資対象を確保する目的から、介護・医療施設やホテ

ル等、投資収益が施設の運営に依存する事業性の高い不動産にも着目しております。アセットマネジメ

ント受託残高の拡大や投資対象不動産の多様化に結びつき、既存事業とのシナジー効果が認められる場

合には、M＆Aや資本提携等も事業拡大の有力な手段として位置付けております。

M＆Aや資本提携を実行する場合には、事前に十分な調査を実施し、各種のリスク低減に努める所存で

すが、これらを実施した後に、偶発債務等が発見されたり、相手先及び当社が期待通りの成果をあげられ

ない可能性があり、この場合には当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。

　

(10) 連結の範囲決定に関する事項

当社グループが組成・運用する私募ファンドの大部分は、匿名組合契約を用いたストラクチャーに

よっており、一般に、この匿名組合の営業者の出資持分は中間法人等が保有する形で倒産隔離を図って

おります。当社グループが属する不動産ファンド及び債権投資ファンド業界においては、連結の範囲決

定に関して、当該ストラクチャーにおけるアセットマネジメント契約やサービサー契約等に対する支配

力及び影響力の判定について、未だ会計慣行が定まっていない状態であると認識しております。

平成18年9月8日に「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）が公表されたことに伴い、当社グループは、平成18年

12月期より当該実務対応報告を適用しております。現状、各ファンド及びSPCごとに、アセットマネジメ

ント契約や匿名組合契約等を考慮し、個別に支配力及び影響力の有無を判定した上で、子会社及び関連

会社を判定し、連結の範囲を決定しております。

今後、新たな会計基準の設定や、実務指針等の公表により、SPCに関する連結範囲決定方針について、当

社が採用している方針と大きく異なる会計慣行が確立された場合には、当社の連結範囲決定方針におい

ても大きな変更が生じ、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

(1) 業務提携

当社は平成15年８月20日付で三井物産株式会社との間で業務提携に係る協定書を締結いたしました。

当該業務提携は、三井物産グループの広範な取引先層を背景とする案件組成力と不動産ファイナンスに

関する高度なノウハウに、当社の不動産ファンド運営におけるアセットマネジメントの経験とノウハウを

相互補完的に融合し、不動産ファンド事業の推進を始めとする幅広い事業領域において、戦略的な提携関係

を構築することを目的とするものであります。

業務提携に係る協定書の内容は以下のとおりであります。

相手方の名称 契約内容 契約期間

三井物産株式会社 ①　不動産証券化、債権証券化、アセットファイナンス、不動産投

資ファンドの組成及び運営等に関する事業

②　両社の金融商品に対する投資家の相互斡旋、紹介

③　上記に付随する事業

自　平成15年８月

至　平成20年８月

（自動更新）

　

(2) 不動産投資信託（J-REIT）のサポートに関する契約

① ケネディクス不動産投資法人との覚書

ケネディクス不動産投資法人の継続的な外部成長をサポートすることを目的として、当社、当社の100%子

会社であるケネディクス・リート・マネジメント株式会社及びケネディクス・アドバイザーズ株式会社

は、平成19年4月9日付でケネディクス不動産投資法人との間で、「不動産情報提供等に関する覚書」を締結

いたしました。

相手方の名称 契約内容 契約期間

ケネディクス不動

産投資法人

外部から入手した不動産売却情報及び当社グループの自己

投資不動産並びに当社グループが運用する特定の私募ファ

ンドが保有する不動産の売却にあたっては、ケネディクス不

動産投資法人の資産運用会社であるケネディクス・リート

・マネジメント株式会社に優先交渉権を与える。

ただし、ケネディクス不動産投資法人が住宅への新規投資を

当面行わない方針を継続する限り、住宅については本覚書の

規定を適用しない。

自　平成19年４月

至　平成20年４月

（自動更新）
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② 日本ロジスティクスファンド投資法人との協定書

当社及び当社の関連会社である三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社は、平成17年3月18日付

けで日本ロジスティクスファンド投資法人との間で、「物流不動産取得のサポートに関する協定書」を締

結いたしました。

相手方の名称 契約内容 契約期間

日本ロジスティク

スファンド投資法

人

①当社は、日本ロジスティクスファンド投資法人の投資基準

を満たす不動産に関する情報を入手した場合、同投資法人の

資産運用会社である三井物産ロジスティクス・パートナー

ズ株式会社に適切と判断する情報を速やかに通知。

②通知を受けた不動産の購入を意図する三井物産ロジス

ティクス・パートナーズ株式会社に対し、当社は購入対象不

動産の取得に関して優先交渉権を付与し、又は第3者に付与

せしめるよう努力する。

自　平成17年３月

至　平成20年３月

（自動更新）

　

(3) コミットメントライン契約

①株式会社三井住友銀行とのコミットメントライン契約

当社は平成19年9月28日付で、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとして、金融機関との間で41,000百

万円のコミットメントライン契約を設定いたしました。

借入枠 コミット期間 資金使途

41,000百万円
自　平成19年9月28日

至　平成20年9月30日

顧客投資家向けの不動産ファンドに組入れる物

件の自己勘定による先行取得

　

②株式会社三菱東京UFJ銀行とのコミットメントライン契約

当社は平成19年3月30日付で、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとして、金融機関との間で29,400

百万円のコミットメントラインを設定いたしました。

借入枠 コミット期間 資金使途

29,400百万円
自　平成19年3月30日

至　平成20年3月28日

顧客投資家向けの不動産ファンドに組入れる物

件の自己勘定による先行取得

　

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

当連結会計年度における財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

(1) 財政状態の分析

項目

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）
増減

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

流動資産合計 134,566 307,766 173,200

（うち自己勘定投資物件) (91,670) (250,861)(159,191)

固定資産合計 23,581 30,743 7,161

資産合計 158,147 338,509 180,361

（うち自己勘定投資物件) (91,670) (250,861)(159,191)

流動負債合計 64,772 106,397 41,625

固定負債合計 53,581 151,623 98,042

負債合計 118,353 258,020 139,667

純資産合計 39,794 80,488 40,694

有利子負債 106,630 238,269 131,639

(うちノンリコースローン) (29,640) (120,366)(90,726)

流動比率(％) 207.8 289.3 81.5

自己資本比率(％) 23.5 18.0 △5.5

(注) 「自己勘定投資物件」の金額は、「たな卸資産」及び「信託預金」の金額であります。

　

（財政状態に重要な影響を与える主な要因）

① 自己勘定による不動産取得

当社グループにおいては、優良な不動産ポートフォリオを構築すべく、当社の連結子会社を通じ、自己勘

定による不動産の取得を行っております。

これらの自己勘定投資は、主として年金基金等の不動産ファンドへ組入れる目的で安定的な収益を生み

出す前の先行取得として行っており、個々の物件の保有期間は短期間であることから、一定時点における

自己勘定投資物件の保有水準によって当社グループの総資産は大きく変動いたします。

また、自己勘定投資に係る取得資金の調達は、主に短期の銀行借入によっており、自己勘定投資物件の保

有水準に応じて、借入金残高も大きく変動いたします。

当社グループは安定的かつ機動的な資金調達と大型物件への取組を可能とするため、コミットメントラ

インを設定しており、平成19年12月末現在、設定したコミットメントライン枠は746億円となっておりま

す。 

また、物件の取得にあたり連結子会社においてノンリコースローンによる資金調達を行う場合がありま

すが、当該借入は物件を保有している子会社を対象に融資され、返済原資はその子会社が保有する資産に

係るキャッシュフローの範囲内に限定されるため、当社グループの有利子負債への依存の分析にあたって

は、当該ノンリコースローンの影響を控除する必要があります。

　

(資産)

当連結会計年度末における総資産は338,509百万円となり、前連結会計年度末に比べ180,361百万円増

加いたしましたが、主な要因は次の通りであります。
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当連結会計年度末においては、前連結会計年度末に対して、たな卸資産が157,046百万円増加している

ことから流動資産が大幅に増加しております。また、投資有価証券が前連結会計年度末から7,573百万円

増加しておりますが、これは主に、㈱コマーシャル・アールイーをはじめとする関連会社株式の取得によ

るものです。

　

(負債)

当連結会計年度末における負債合計は258,020百万円となり、前連結会計年度末に比べ139,667百万円

増加いたしましたが、これは主に、たな卸資産の取得にあたっては、その資金調達方法として主に銀行借

入によっていることから、前連結会計年度末に比べ有利子負債が131,639百万円増加したことによるもの

であります。

なお、有利子負債には、自己勘定投資物件の取得に当たり調達したノンリコースローン（責任財産限定

型債務）が含まれており、当連結会計年度末においては、長短借入金の中にノンリコースローンが

120,366百万円（前連結会計年度末比90,726百万円増）含まれております。

　また、当連結会計年度においては、50,000百万円の発行登録の枠内で、無担保普通社債を発行し、15,000

百万円を調達しております。

　

(純資産)

当連結会計年度末における純資産合計は80,488百万円となり、前連結会計年度末の純資産合計に比べ

40,694百万円増加いたしましたが、これは主に、当社グループが連結したファンドに対する当社グループ

以外の顧客投資家の出資持分である少数株主持分が17,069百万円増加したこと、公募増資の実施やス

トックオプションの行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ4,897百万円増加したこと、並びに当期

純利益14,662百万円の計上によるものであります。
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(2) 経営成績の分析

項目

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

(平成19年12月31日)
増減

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

営業収益 27,044 138,025 110,980

営業総利益 22,384 36,549 14,164

営業利益 18,637 30,863 12,226

経常利益 16,461 26,120 9,659

当期純利益 9,015 14,662 5,646

営業収益経常利益率 (％) 60.9 18.9 △42.0

自己資本利益率（％） 27.4 29.9 2.5

　

（営業収益）

当連結会計年度における営業収益は138,025百万円となり、前連結会計年度に比べ110,980百万円増加

しております。

これは、販売用不動産の売却時の会計処理について、従来、売却収入と売却原価を相殺した売却損益の

純額を営業収益に計上しておりましたが、当連結会計年度より、売却収入を営業収益に、売却原価を営業

原価に計上する方法に変更したことによるもので、これによる営業総利益以下の利益に与える影響はあ

りませんが、営業収益と営業原価が、従来に比べ、大幅に増加しております。

　

これを事業の種類別セグメント及びその内訳別でみると次の通りであります。

なお、当連結会計年度より、事業の種類別セグメントの事業区分を変更し、従来、不動産投資アドバイザ

リー事業に含めておりました不動産投資事業を独立させております。

項目

前連結会計年度
　

(平成18年12月31日)

当連結会計年度
　

(平成19年12月31日)
増減

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

　
　
不動産投資アドバ
イザリー事業

アクイジションフィー 999 2,307 1,307

匿名組合損益及び自己勘
定物件売却益

13,061 ― △13,061

匿名組合損益 ― 1,473 1,473

賃貸事業収入 6,341 ― △6,341

その他 851 2,057 1,206

計 21,253 5,838 △15,414

賃貸事業収入 ― 14,449 14,449

不動産投資事業 販売用不動産売却収入 ― 112,584112,584

計 ― 127,034127,034

　
　
アセットマネジメ
ント事業

アセットマネジメント
フィー

2,947 3,840 892

インセンティブフィー 2,307 4,050 1,743

計 5,255 7,891 2,635

　
　
債権投資マネジメ
ント事業

アセットマネジメント
フィー

151 199 48

債権回収益及び匿名組合
損益

389 960 570

その他のフィー収入 769 608 △160
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計 1,309 1,768 458

セグメント間の内部営業収益又は振替高 △773 △4,507 △3,733

合計 27,044 138,025110,980

　

① 不動産投資アドバイザリー事業

当連結会計年度においては、主に物件取得が順調に進んだことによるアクイジションフィーとブロー

カレッジフィーなどのその他のフィー収入が合計で2,513百万円増加し、4,364百万円となりました。

この結果、不動産投資アドバイザリー事業の営業収益は5,838百万円となりました。

　

②不動産投資事業

当連結会計年度においては、当社グループが運用するファンドに対する売却を中心として、保有物件

の売却を行ったこと等により、営業収益は127,034百万円となりました。

　

③アセットマネジメント事業

当連結会計年度末におけるアセットマネジメント受託残高は7,349億円と前連結会計年度末に比べ

1,905億円増加致しました。これは主に新規の私募ファンドの組成が順調だったことや、当社グループが

スポンサーとなるケネディクス不動産投資法人及び日本ロジスティクスファンド投資法人の保有資産

が増加したことに加え、当社とオーストラリアの上場会社であるチャレンジャー社との共同事業で、本

邦不動産を投資対象とした不動産投資信託が保有する商業施設の不動産ポートフォリオのアセットマ

ネジメントを受託したことによるものであります。このように、アセットマネジメント受託残高の増加

に伴いアセットマネジメントフィーが892百万円増加した他、インセンティブフィーも1,743百万円増加

しました。

この結果、アセットマネジメント事業の営業収益は2,635百万円の増加となりました。

　

④債権投資マネジメント事業

当連結会計年度においては、主にアセットマネジメントフィー以外のフィー収入は160百万円減少した

ものの、債権回収益及び匿名組合損益が570百万円増加したことから、債権投資マネジメント事業の営業

収益は458百万円増加いたしました。

　

　

（営業原価、販売費及び一般管理費）

販売用不動産の売却時の会計処理について、当連結会計年度より、売却原価を営業原価に計上する方法

に変更していることから、不動産投資事業を中心に、営業原価が96,816百万円増加しました。

販売費及び一般管理費については、人員の増加に伴う人件費や自己勘定物件の管理費用等の増加によ

り、販売費及び一般管理費が1,938百万円増加いたしました。

　

　

（営業外損益）

米国での賃貸アパート物件への投資において、一部売却を行ったことを中心として、持分法による投資

利益が642百万円増加いたしました。

また、自己勘定投資に係る借入金増加に伴い、支払利息が2,096百万円増加した他、コミットメントライ

ンに係る金融機関に対するコミットメントフィー等が増加したため、支払手数料が1,024百万円増加いた

しました。

　

EDINET提出書類

ケネディクス株式会社(E05235)

有価証券報告書

 23/139



(3) キャッシュ・フローの分析

項目

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

(平成19年12月31日)
増減

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・

フロー
△2,900 △48,778 △45,878

投資活動によるキャッシュ・

フロー
△8,894 △35,962 △27,067

財務活動によるキャッシュ・

フロー
28,283 91,886 63,602

現金及び現金同等物の増減額 16,503 6,935 △9,568

現金及び現金同等物の期末残高 37,074 44,962 7,887

　

当連結会計年度において当社グループは、たな卸資産の増加を中心として、営業活動により48,778百万

円使用した一方で、借入金・社債の増加及び公募増資といった財務活動により91,886百万円を調達した

結果、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、7,887百

万円増加し44,962百万円となりました。

　

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、48,778百万円となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益は26,172百万円計上したものの、たな卸資産の増加が63,679百万円あったことや、

法人税等の支払額が9,248百万円あったことによるものであります。

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなっておりますが、たな卸資産の増加は当

社グループの企業規模の拡大によるものであり、当社グループの将来の収益源泉と考えております。

なお、当社グループが運用する不動産ファンドへ組入れる目的での自己勘定投資による物件の先行取

得のような、短期的な資金需要については短期の借入によっており、一方、当社グループが組成するファ

ンドへの少額投資のような中期的な資金需要については、内部留保及び長期の社債・借入金によってお

り、調達と運用のマッチングについては十分留意しております。

　

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、35,962百万円となりました。これは主に、匿

名組合の出資持分の取得を中心とした、連結範囲の変更を伴う子会社株式・出資金等の取得による支出

が24,935百万円あったことによるものであります。

　

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、91,886百万円となりました。これは主に、た

な卸資産の増加等に伴う借入金の増加に加えて、当連結会計年度においては少数株主からの払込による

収入が14,567百万円あったことによるものであります。これは、当社グループが連結したファンドに対す

る当社グループ以外の顧客投資家の出資持分であります。 

　また、公募増資の実施により9,411百万円調達したことに、ストックオプションの行使によるものを含め

て、株式の発行による収入が9,739百万円計上されております。 

　さらに、50,000百万円の発行登録の枠内で、無担保普通社債を発行し、15,000百万円を調達しておりま
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す。

これらの資金使途は主に、上記①に記載の自己勘定投資による物件取得及び顧客投資家との共同投資

であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資額は総額116百万円であり、主に当社及び子会社の事務所増床工事等に

係るものであります。

この事業の種類別セグメント別の内訳は下記の通りであります。

不動産投資アドバイザリー事業 17百万円

不動産投資事業 0百万円

アセットマネジメント事業 79百万円

債権投資マネジメント事業 5百万円

全社共通 13百万円

合計 116百万円
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２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。

(1) 提出会社

（平成19年12月31日現在）

事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメント

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)

事務所
賃借料
(年間)
(百万円)建物 その他 合計

本社事務所
（東京都港区）

全社
建物附属設備及び情報
通信機器

60 49 110 77 83

大阪事務所 
（大阪市中央区)

不動産投資アド
バイザリー事業、
アセットマネジ
メント事業

建物附属設備及び情報
通信機器

5 2 8 7 5

福岡事務所
（福岡市博多区)

不動産投資アド
バイザリー事業、
アセットマネジ
メント事業

建物附属設備及び情報
通信機器

7 1 9 3 2

（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品であります。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

　

(2) 国内子会社

（平成19年12月31日現在）

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメント

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)

事務所
賃借料
(年間)
(百万円)建物 その他 合計

パシフィック債
権回収㈱

本社事務所
（東京都
千代田区)

債権投資マネ
ジメント事業

建物附属設備
及び情報通信
機器

8 8 17 19 16

ケネディクス・
アドバイザーズ
㈱

本社事務所
（東京都港
区）

アセットマネ
ジメント事業

建物附属設備
及び情報通信
機器

10 13 24 25 20

ケネディクス・
リート・マネジ
メント㈱

本社事務所
（東京都
港区)

不動産投資アド
バイザリー事
業、アセットマ
ネジメント事業

建物附属設備
及び情報通信
機器

14 15 30 22 41

（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品であります。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

　

(2) 在外子会社

　

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメント

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)

事務所
賃借料
(年間)
(百万円)建物 その他 合計

Kenedix
Westwood, LLC
 

米国カリフォ
ルニア州

不動産投資アド
バイザリー事
業、不動産投資
事業

情報通信機器 ─ 0 0 1 3

（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品であります。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。
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(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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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 1,400,000

計 1,400,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成19年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年３月26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 635,140 635,260東京証券取引所市場第一部
株主としての権利内容に
制限のない、標準となる株
式

計 635,140 635,260 ― ―

(注)　提出日現在発行数には、平成20年３月１日以後提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれ

ておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

（第1回新株予約権）

株主総会の特別決議(平成15年３月27日)　取締役会決議日（平成15年5月22日）

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数     180個 160個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(注)7, 8    1,080株 960株

新株予約権の行使時の払込金額　
(注)1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

28,862円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から
平成20年３月31日まで

同左

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　
(注)1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

発行価格　　　28,862円
資本組入額　　14,431円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)3 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れその他一切の処分をする
ことができない。
(注)3

同左

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 ― ―

　

（第２回新株予約権）

株主総会の特別決議(平成15年３月27日)　取締役会決議日（平成15年10月1日）

　未行使残高はありません。
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（第３回新株予約権）

株主総会の特別決議(平成16年３月25日)　取締役会決議日（平成16年９月21日）

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数 　　　1,063個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(注)7, 8 　　　6,378株 同左

新株予約権の行使時の払込金額　
(注)2, 5, 6, 7, 8

78,361円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年４月１日から
平成21年３月31日まで

同左

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　
(注)2, 5, 6, 7, 8

発行価格　　  78,361円
資本組入額　  39,181円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)3 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れその他一切の処分をする
ことができない。
(注)3

同左

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 ― ―

　

(第４回新株予約権）

株主総会の特別決議(平成17年３月24日)　取締役会決議日（平成17年９月28日）

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数 　　　 4,667個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数　(注)8 　　　 9,334株 同左

新株予約権の行使時の払込金額　(注)2, 6, 8 190,953円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年４月１日から
平成22年３月31日まで

同左

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　(注)2, 6, 8

発行価格　　 190,953円
資本組入額　  95,477円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)3 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れその他一切の処分をする
ことができない。
(注)3

同左

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 ― ―
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（第５回新株予約権）

株主総会の特別決議(平成17年３月24日)　取締役会決議日（平成18年3月16日）

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数 　　　　110個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数　(注)8 　　　　220株 同左

新株予約権の行使時の払込金額　(注)2, 6, 8 316,096円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年４月１日から
平成22年３月31日まで

同左

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　(注)2, 6, 8

発行価格　　316,096円
資本組入額　158,048円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)3 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れその他一切の処分をする
ことができない。
(注)3

同左

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 ― ―

　

（平成23年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債）

取締役会決議日（平成18年11月28日）

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数 　　 2,000個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数　(注)8      54,224株 同左

新株予約権の行使時の払込金額　(注)6, 8, 9 368,838円50銭 同左

新株予約権の行使期間
平成19年１月５日から
平成23年12月１日まで

同左

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  (注)6, 8

発行価格　368,838円50銭
資本組入額　184,420円

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

新株予約権付社債の残高 20,000百万円 同左

代用払込みに関する事項 (注)10 同左

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)11 同左
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(注)１　平成15年8月26日付の第三者割当増資に伴い、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。

２　新株予約権の行使時の払込金額については、以下のように定めております。

(1) 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転

　　する株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

(2) 行使価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の

端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ

直近日の終値）を下回る場合は、発行日の終値とする。

(3) 発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場

合（新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法に基

づく新株引受権証券の行使並びに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

調整後行使価格 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。

(4) 発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併

合の比率に応じて比例的に調整されるものとし、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとす

る。

(5) 発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使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、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額

を調整する。

３　新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権付与契約」に定められております。

４　平成16年9月2日付の公募増資に伴い、払込金額、発行価額及び資本組入額を調整しております。

５　平成17年8月30日付の公募増資に伴い、払込金額、発行価額及び資本組入額を調整しております。

６　平成19年9月3日付の公募増資に伴い、払込金額、発行価額及び資本組入額を調整しております。

７　平成17年2月21日付の株式分割に伴い、新株予約権の数、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整し

ております。

８　平成19年7月1日付の株式分割に伴い、新株予約権の数、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整して

おります。

９　転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又

は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整しております。なお、次の算式におい

て、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数であります。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
既発行株式数＋

発行又は
処分株式数

×
１株当たりの発行
又は処分価額

時価

既発行株式数＋発行又は処分株式数

　　また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が行

われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整しております。

10　新株予約権の行使に際し、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとします。
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11　当社が組織再編行為を行う場合、当社は承継会社等をして、承継会社等の新株予約権の交付をさせるよう最善の

努力を尽くすことを定めておりますが、その主な条件は以下のように定めております。

(1) 交付される承継会社等の新株予約権の数

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人

が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。

(2) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件

を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する他、以下に従う。なお、転換価額は、時価を下回

る新株発行を行った場合と同様の調整に服する定めがあります。

（i）合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株

予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に

得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の

数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の

証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値（独立のフィナン

シャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。）を

承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領

できるようにする。

（ii）その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約

権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新

株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益（独立のフィナンシャ

ル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。）を受領

できるように、転換価額を定める。

(4) 承継会社等の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又はその算定方法

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権

１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。

(5) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、本新株

予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 承継会社等の新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(7) 承継会社等の新株予約権の取得条項

承継会社等の新株予約権の取得条項は定めない。
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(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、資本金等の推移】

　

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15年２月20日
　　　　　(注)１

34,187 68,374 ― 1,334 ― 1,656

平成15年８月26日
　　　　　(注)２

1,700 70,074 132 1,466 132 1,789

　平成15年１月１日～
平成15年12月31日
　　　　　(注)３

1,266 71,340 18 1,484 7 1,796

平成16年９月２日
　　　　　(注)４

4,000 75,340 912 2,397 912 2,709

平成16年９月29日
　　　　　(注)５

610 75,950 139 2,536 139 2,848

　平成16年１月１日～
平成16年12月31日
　　　　　(注)６

2,867 78,817 73 2,610 23 2,871

平成17年２月21日
　　　　　(注)７

157,634236,451 ― 2,610 ― 2,871

平成17年８月30日
　　　　　(注)８

40,000 276,451 6,342 8,952 6,342 9,214

平成17年９月28日
　　　　　(注)９

3,000 279,451 475 9,428 475 9,689

　平成17年１月１日～
平成17年12月31日
　　　　　(注)10

2,906 282,357 79 9,507 77 9,766

　平成18年１月１日～
平成18年12月31日
　　　　　(注)11

3,132 285,489 140 9,648 140 9,907

平成19年７月１日
　　　　　(注)12

285,489570,978 ― 9,648 ― 9,907

平成19年９月３日
　　　　　(注)13

50,000 620,978 4,092 13,740 4,092 13,999

平成19年10月３日
　　　　　(注)14

7,500 628,478 613 14,354 613 14,613

　平成19年１月１日～
平成19年12月31日
　　　　　(注)15

6,662 635,140 191 14,546 191 14,805

　 (注)１　平成14年11月13日開催の取締役会により、平成14年12月30日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式を平

成15年２月20日をもって１株を２株に分割しております。

２　有償第三者割当 (割当先：三井物産株式会社)

　　発行株式数 1,700株

　　発行価格 156,000円

　　資本組入額 78,000円

３　旧商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権付社債の権利行使（230株）、旧商法第280条ノ19第１項の規定

に基づく新株引受権の権利行使（1,036株）

４　有償一般募集増資

　　発行価格 481,120円

　　発行価額 456,320円

　　資本組入額 228,160円

５　有償第三者割当(グリーンシューオプション)

　　割当先：日興シティグループ証券株式会社

　　発行価格 456,320円

　　発行価額 456,320円

　　資本組入額 228,160円

６　旧商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権付社債の権利行使（756株）、旧商法第280条ノ19第１項の規定

に基づく新株引受権の権利行使（2,111株）

７　平成16年８月12日開催の取締役会により、平成16年12月31日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式を平
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成17年２月21日をもって１株を３株に分割しております。

８　有償一般募集増資

　　発行価格 330,770円

　　発行価額 317,130円

　　資本組入額 158,565円

９　有償第三者割当(グリーンシューオプション)

　　割当先：日興シティグループ証券株式会社

　　発行価格 317,130円

　　発行価額 317,130円

　　資本組入額 158,565円

10　旧商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権付社債の権利行使（554株）、新株予約権（旧商法第280条ノ19

第１項の規定に基づく新株引受権を含む）の権利行使（2,352株）

11　新株予約権（旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権を含む）の権利行使

12　平成19年２月13日開催の取締役会により、平成19年６月30日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式を平

成19年７月１日をもって１株を２株に分割しております。

13　有償一般募集増資

　　発行価格 170,720円

　　発行価額 163,680円

　　資本組入額 81,840円

14　有償第三者割当(グリーンシューオプション)

　　割当先：日興シティグループ証券株式会社

　　発行価格 163,680円

　　発行価額 163,680円

　　資本組入額 81,840円

15　新株予約権（旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権を含む）の権利行使

16　平成20年１月１日から平成20年２月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が120株、資本

金が1百万円及び資本準備金が1百万円増加しております。

　

(5) 【所有者別状況】

（平成19年12月31日現在）

区分

株式の状況

単元未満株式
の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 43 33 104 192 5 12,70313,080 ―

所有株式数
(株)

― 187,76314,54614,979307,816170109,866635,140 ―

所有株式数
の割合(％)

― 29.6 2.3 2.3 48.5 0.0 17.3100.00 ―

(注) 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が４株含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

（平成19年12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(％)

日本トラステイ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１-８-11 66,773 10.51

ステート ストリート バンク アン
ド トラスト カンパニー 
（常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務
室）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 
U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６-７）

54,206 8.53

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町２-11-３ 43,296 6.81

ジエーピーモルガンチエース　オツ
ペンハイマー　フアンズ　ジヤスデ
ツク　アカウント
（常任代理人　株式会社三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行決済事業部）

CHASESIDE, BOURNEMOUTH, DORSET, BH7 7DB 
UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内２-７-１）

40,000 6.29

資産管理サービス信託銀行株式会
社（信託Ｂ口）

東京都中央区晴海１-８-12晴海アイランドトリ
トンスクエアオフイスタワーＺ棟

29,839 4.69

ザ　バンク　オブ　ニユーヨーク　ト
リーテイー　ジヤスデツク　アカウ
ント 
（常任代理人　株式会社三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行決済事業部）

AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN, 1040 
BRUSSELS, BELGIUM 

（東京都千代田区丸の内２-７-１）

19,612 3.08

本間　良輔 東京都品川区 14,908 2.34

カーギル　インターナシヨナル　ト
レーデイング　ピーテイーイー　リ
ミテツド　ナンバーツー 
（常任代理人　大和証券エスエム
ビーシー株式会社）

300 BEACH ROAD, #23-01 THE CONCOURSE
SINGAPORE 199555 

（東京都千代田区丸の内１-９-１）

14,128 2.22

モルガン・スタンレーアンドカン
パニーインク
（常任代理人　モルガン・スタン
レー証券株式会社）

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.
S.A.

（東京都渋谷区恵比寿４-20-３恵比寿ガーデン
プレイスタワー）

11,957 1.88

メロン　バンク　トリーテイー　クラ
イアンツ　オムニバス
（常任代理人　香港上海銀行東京支
店）

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108

（東京都中央区日本橋３-11-１）
10,605 1.66

計 ― 305,324 48.0

（注）１　当社は、オッペンハイマーファンズ・インクから、以下の通り、平成19年8月3日付で提出された大量保有報告

書により平成19年7月30日現在で37,000株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては当事業

年度末における所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

氏名又は名称
所有株式数

（株）

株式保有割合

（％）

オッペンハイマーファンズ・インク 37,000 6.45

　

　　　２　当社は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及び共同保有者3社から、以下の通り、平成19年11月21日

付で提出された大量保有報告書により平成19年11月15日現在で31,677株を保有している旨の報告を受けてお

りますが、当社としては当事業年度末における所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」で

は考慮しておりません。

氏名又は名称
所有株式数

（株）

株式保有割合

（％）
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 29,149

 

4.61 

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・

リミテッド
525 0.08 

JPモルガン証券株式会社 1,000 0.16 

ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・エ

ルエルシー
1,003 0.16 

合計 31,677 5.01
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

（平成19年12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)
 (相互保有株式)
  普通株式　 1,642

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 633,498 633,498 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 635,140 ― ―

総株主の議決権 ― 633,498 ―

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4株（議決権4個）含まれており

ます。

　

② 【自己株式等】

（平成19年12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(％)

(相互保有株式)
㈱アセット・ワン
㈱コマーシャル・アールイー

東京都千代田区九段北4-1-3
東京都中央区京橋2-4-12

400
1,242

―
―

400
1,242

0.06
0.20

計 ― 1,642 ― 1,642 0.26
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであ

ります。

決議年月日 平成15年３月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 4名　当社従業員 26名　当社外部コンサルタント 3名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)　新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

　

決議年月日 平成16年３月25日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 4名　当社従業員 33名　当社外部コンサルタント 1名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)　新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

　

決議年月日 平成17年３月24日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 5名　当社従業員 61名　当社子会社取締役 1名　

当社子会社従業員 4名　外部コンサルタント 2名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)　新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―
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２ 【自己株式の取得等の状況】

　

【株式の種類等】　該当事項はありません。

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は株主への利益還元を経営の重要な課題と位置づけており、配当政策については将来の事業展開の

ために内部留保の充実を図ると同時に、連結ベースの業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針と

しております。

当社は現在、成長過程にあるものと位置付け、内部留保については収益性の高い自己勘定投資物件の取

得等、今後の事業拡大のための投資等に充当することも必要であると認識しております。

第13期につきましては、業績の状況、将来の成長のための内部留保の充実及び配当性向等を総合的に勘

案して、1株当たり普通配当を2,350円としており、これにより配当性向は連結ベースで9.5％、単体ベース

で10.4％となりました。今後も、配当性向の向上に努めると同時に、内部留保金につきましては自己勘定投

資物件の取得等に充当し、一層の事業拡大に努めます。

期末配当については、定時株主総会決議により決定いたしますが、当社は取締役会の決議をもって、毎年

6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。ただし、現在のところ、

上述の内部留保の充実の観点から、中間配当は行っておらず、期末配当のみを実施する方針であります。

なお、当事業年度の剰余金の配当は、以下の通りであります。

決議年月日 配当金の総額 １株当たりの配当額

平成20年3月25日

定時株主総会決議
1,492百万円 2,350円

　

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

最高(円) 409,000 639,000 818,000 809,000 676,000

最低(円) 138,000※　172,000 175,000 387,000 　148,000

(注) １　最高・最低株価は、平成15年12月12日から東京証券取引所市場第二部におけるものであり、平成16年12月1日か

ら東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　　 ２　※印は、株式分割による権利落後の株価であります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別
平成19年
７月

８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 　244,000226,000206,000261,000260,000220,000

最低(円) 　182,000164,000148,000191,000172,000176,000

(注) １　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期
（年）

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

本　間　良　輔 昭和21年１月27日生

昭和43年４月 三菱商事株式会社入社

(注)4 14,908

昭和48年４月 泰国三菱商事会社へ出向

昭和54年２月 三菱商事株式会社バクダッド支店勤務

昭和61年６月 三菱商事株式会社海外建設部リーダー

平成４年６月 米国三菱商事会社ロスアンゼルス支店

へ出向

平成６年９月 エムシ-・リアルティ・インク社長就

任

平成８年10月 当社代表取締役社長就任

平成15年11月 ケイダブリュー・ペンションファンド

・アドバイザーズ株式会社（現ケネ

ディクス・アドバイザーズ株式会社）

代表取締役社長就任

平成19年３月 当社代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長
川　島　　　敦 昭和34年１月４日

昭和57年４月 三菱商事株式会社入社

(注)4 2,706

平成２年４月 安田信託銀行株式会社入社

平成10年６月 当社入社

平成13年３月 当社取締役（副社長）

平成15年１月 当社取締役兼執行役員（不動産投資ア

ドバイザリ-部長）

平成15年３月 当社執行役員COO（不動産投資アドバ

イザリー部長）

平成16年８月 当社執行役員COO

平成16年10月 ケイダブリュー・リート・マネジメン

ト株式会社（現ケネディクス・リ-ト

・マネジメント株式会社）取締役

平成17年３月 当社取締役兼執行役員COO

平成19年１月 当社取締役C00

平成19年３月 当社代表取締役社長就任(現任)

ケネディクス・デベロップメント株式

会社代表取締役就任(現任)

取締役 CFO 吉　川　泰　司 昭和27年11月２日生

昭和55年３月 不動建設株式会社入社

(注)4 686

平成元年９月 三菱商事株式会社入社

平成８年７月 三菱建設株式会社入社

平成10年２月 当社入社

平成13年10月 当社管理本部長

平成15年１月 当社執行役員CFO

平成15年３月 当社取締役兼執行役員CFO

平成18年10月 株式会社アセット・ワン取締役(現任)

平成19年１月 当社取締役CFO(現任)

株式会社シー・アンド・ケー代表取締

役就任（現任）

取締役

総務・人事部
部長兼グルー
プコンプライ
ア ン ス ・ オ
フィサー

柴　岡　博　夫 昭和24年12月18日

昭和48年４月 三井信託銀行株式会社入社

(注)4 762

平成10年５月 三井信託銀行北九州支店長就任

平成12年２月 三井信託銀行梅田支店長就任

平成12年４月 中央三井信託銀行梅田支店長就任

平成14年４月 当社総務部長兼コンプライアンス・オ

フィサー

平成15年３月 当社取締役総務・人事部長兼コンプラ

イアンス・オフィサー

平成15年11月 ケイダブリュー・ペンションファンド

・アドバイザーズ株式会社（現ケネ

ディクス・アドバイザーズ株式会社）

取締役（現任）

平成18年５月 当社取締役総務・人事部長兼グループ

コンプライアンス・オフィサー（現

任）
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取締役 柏　木　　　昇 昭和17年２月３日

昭和40年４月三菱商事株式会社入社

(注)4 288

平成５年４月 東京大学法学部教授

平成15年４月当社取締役就任(現任)

中央大学法科大学院教授（現任）

平成15年11月ケイダブリュー・ペンションファンド

・アドバイザーズ株式会社（現ケネ

ディクス・アドバイザーズ株式会社）

取締役（現任）

常勤監査役 本  田  商  一 昭和27年５月２日生

昭和50年４月 株式会社若宮商会入社

(注)5 2,180

昭和59年１月 株式会社地銀生保住宅ローン入社

平成７年５月 米国サンディエゴ大学法律学大学院卒

業

平成７年８月 本田商一事務所開設

平成９年10月 当社コンサルタント就任

平成10年４月 当社入社

当社債権投資マネジメント部長

平成13年３月 当社取締役副社長就任

平成15年３月 当社執行役員債権投資マネジメント部

長

平成18年９月 当社執行役員スペシャル・インベスト

メント・グループ部長

平成19年３月 当社監査役就任(現任)

監査役 菅　野　慎太郎 昭和45年７月１日生

平成６年10月 監査法人トーマツ入所

(注)5 2

平成13年３月 赤坂芳和公認会計士共同事務所入所

平成13年６月 当社監査役就任(現任)

平成15年３月 公認会計士菅野慎太郎事務所開業

（現任）

平成16年４月 ケイダブリュー・ペンションファンド

・アドバイザーズ株式会社（現ケネ

ディクス・アドバイザーズ株式会社）

監査役就任（現任）

監査役 舩　橋　晴　雄 昭和21年９月19日

昭和44年７月 大蔵省入省

(注)5 ―

平成12年７月 国土庁官房長

平成13年７月 国土交通省国土交通審議官

平成15年２月 シリウス・インスティテュート株式会

社代表取締役就任(現任)

平成16年５月 国立大学法人一橋大学大学院国際企業

戦略研究科客員教授（現任）

平成16年10月 ケイダブリュー・リート・マネジメン

ト株式会社（現ケネディクス・リ-ト

・マネジメント株式会社）監査役就任

（現任）

平成16年10月 ケイダブリュー・ペンションファンド

・アドバイザーズ株式会社（現ケネ

ディクス・アドバイザーズ株式会社）

監査役就任（現任）

平成17年３月 当社監査役就任（現任）

監査役 大　村　多　聞 昭和23年１月24日

昭和46年４月 三菱商事株式会社入社

(注)5 ―

昭和51年２月 米国三菱商事株式会社法務部

平成９年４月 三菱商事株式会社法務部長

平成15年１月 三菱商事株式会社理事、コーポレート

担当役員補佐

平成18年11月 法制審議会保険法部会臨時委員

平成19年10月 当社顧問

平成20年３月 当社監査役就任（現任）
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監査役 久 保 田　英 二昭和22年５月27日

昭和46年４月株式会社日本不動産銀行入社（現株式

会社あおぞら銀行）

(注)5 12

平成３年８月 株式会社日本債権信用銀行（現株式会

社あおぞら銀行）大阪支店総合営業部

長

平成10年６月株式会社日本債権信用銀行債権流動化

室長

平成12年２月有限会社クボタコンサルティング取締

役（現任）

平成13年４月当社入社

平成19年10月ケネディクス・アドバイザーズ株式会

社監査役（現任）

平成20年３月当社監査役就任（現任）

計 21,544

(注)１．取締役柏木昇氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。２．監査役舩橋晴雄氏、菅野慎太郎氏及び大村多聞氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。

３．当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度

を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員（戦略投資部長兼運用事業部長兼運用管理
部長）

田 中　　　晃

執行役員（投資事業部長兼開発事業部長兼クレジッ
ト運用事業部長）

藤 井　 英 介

執行役員（大阪営業所長） 片 山　 慶 三

執行役員（財務・経理部長） 山 﨑　 健 一

４．取締役の任期は、平成20年3月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時

までであり、各監査役の任期は以下の通りであります。

本　田　商　一 平成22年12月期に係る定時株主総会終結の時

菅　野　慎太郎 平成23年12月期に係る定時株主総会終結の時

舩　橋　晴　雄 平成20年12月期に係る定時株主総会終結の時

大　村　多　聞 平成23年12月期に係る定時株主総会終結の時

久 保 田　英二 平成23年12月期に係る定時株主総会終結の時
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社においては、経営の健全性、透明性、効率性の確保の観点から、当社においての最適なコーポレート

・ガバナンスを構築することを目指しており、変化の激しい経営環境に対応し、株主価値を高めるため、

コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

　

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 社外取締役及び社外監査役

平成20年３月26日現在、当社においては取締役は５名ですが、このうち１名について中央大学法科大学

院教授である柏木昇を社外取締役として招聘しております。取締役会は原則月１回、定期的に開催してお

りますが、社外取締役にも基本的に毎回出席を仰ぎ、法律の専門家としての立場から業務執行に対して有

効な助言を受けております。

また、監査役菅野慎太郎からは、公認会計士の立場で財務・会計の領域において企業を監査してきた経

験に基づき、当社の業務執行に対してきめ細かい監査を受けており、監査役舩橋晴雄からも、旧大蔵省及

び国土交通省在職時に金融及び不動産の両領域において企業を指導してきた経験に基づき、有益な助言

を受けております。さらに、監査役大村多聞からは、国内外での豊富な企業法務・コンプライアンスに関

する実務経験に基づき、監査機能強化に有効な指導を受けております。いずれも社外監査役に該当いたし

ます。

なお、取締役柏木昇は当社株式288株を所有しており、また、監査役菅野慎太郎は当社株式２株を所有し

ておりますが、当社グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、監査役舩橋晴

雄及び大村多聞については、当社グループとは人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありませ

ん。

　

② 執行役員制度

当社においては、目まぐるしく変化する不動産金融市場に対応するため、執行役員制度を導入し、意思

決定・監督と業務執行を分離することで、取締役会の活性化と経営のスピードアップを図っております。

有価証券報告書提出日現在、執行役員は４名であります。

　

③ 外部専門家との連携

当社においては、会社法に基づく会計監査人を選任して会計監査を受けており、また必要に応じて顧問

弁護士及び顧問税理士等の専門家の意見を聴取しながら、経営及び業務執行に関して、法令遵守はもとよ

り、その適正性及び公正性について助言を受けております。

なお、会計監査についての監査契約は新日本監査法人と締結しており、同監査法人及び当社監査に従事

する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。

当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務にかかる補助者の構成に

ついては以下のとおりであります。

　

業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定社員　業務執行社員　：　斉藤一昭、原田昌平（ともに1年）

　　※（　）内は継続監査年数

会計監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士　1名、会計士補　7名
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④ 監査役制度

当社は監査役制度を採用しております。従来は、監査役は４名、うち２名は社外監査役でありましたが、

平成20年３月25日開催の定時株主総会において、監査役による監査体制の強化・充実を目的として、１名

を増員の上、監査役３名を選任いたしました。このうち、監査役菅野慎太郎からは、引き続き公認会計士と

しての専門的な見地並びに豊富な経験を基に、また、監査役大村多聞からは、国内外での豊富な企業法務

・コンプライアンスに関する実務経験を基に助言を受けるもので、この結果、監査役５名、うち３名は社

外監査役という体制となりました。

　監査役は、取締役会に出席し、充実した監査を行うための社内の重要課題を把握し、意見を述べておりま

す。

　

⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

監査役は内部監査の担当部署である内部監査部から定期的に報告を受けるとともに、意見交換を実施

することとしており、効率的・効果的な監査業務を図っております。加えて、監査役及び内部監査部は、会

計監査人と定期的な意見交換を行っており、緊密な連携をとりながら、適正な監査を実施しております。

　

(3) リスク管理体制の整備の状況

① 内部監査

当社グループの経営を合理的かつ適正に運営することを目的として、規程に基づき内部監査を実施し

ております。

当社における内部監査業務の担当人員数は１名、担当部署は内部監査部であり、監査責任者は必要によ

り他の部の者を監査担当者として指名し、監査を実行することができ、監査対象範囲は当社の各部署の

他、当社の子会社及び関連会社が含まれます。

　

② コンプライアンス部の設置

当社では、従来から社長直属のコンプライアンス・オフィサーを置き、グループにおける法令等遵守体

制の実現を図ってまいりましたが、平成19年９月よりコンプライアンス部を設置することで、その姿勢を

強化し、万全の体制のもとで法令遵守を徹底しております。

　

(4) 役員報酬及び監査報酬

① 役員報酬の内容

取締役に支払った報酬 164百万円（内、社外取締役 　6百万円）

監査役に支払った報酬 42百万円（内、社外監査役　10百万円）

　

② 監査報酬の内容

公認会計士法第２条１項に規定する業務に基づく報酬 38百万円

上記以外の報酬 2百万円

　「上記以外の報酬」は、国内無担保普通社債発行時のコンフォートレター作成に係る報酬であります。

　

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める
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額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び当該社外監査役が責任の

原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

　

(6) 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらな

い旨を定款に定めております。

　

(7) 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができ

る旨を定款に定めております。

　これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

　

(8) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を

定款に定めております。

　これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと

を目的とするものであります。

　

(9) 剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第454条第５項の規定により、中間配当を行うことについて、株主総会の決議によらず、

取締役会決議による旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを可能と

することを目的とするものであります。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度（平成19年１月１日から平成19年12月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

　

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

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成19年１月１日から平成19年12月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

　

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載して

おりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。

なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前事業年度についても百万円単位に組替え表示して

おります。

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年１月１日から平成18年12月31

日まで)及び前事業年度(平成18年１月１日から平成18年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表につ

いては、あずさ監査法人により監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計

年度(平成19年１月１日から平成19年12月31日まで)及び当事業年度(平成19年１月１日から平成19年12月

31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、新日本監査法人により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。

　第12期連結会計年度の連結財務諸表及び第12期事業年度の財務諸表　あずさ監査法人

　第13期連結会計年度の連結財務諸表及び第13期事業年度の財務諸表　新日本監査法人
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１　【連結財務諸表等】

　(1)　【連結財務諸表】

　①　【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

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 34,390 39,369

　２　信託預金 ※２ 4,821 6,966

　３　営業未収入金 866 971

　４　たな卸資産 ※２ 86,848 243,895

　５　買取債権 ※３ 3,603 5,532

　６　繰延税金資産 579 2,729

　７　その他 3,488 8,629

　８　貸倒引当金 △32 △327

　　　流動資産合計 134,56685.1 307,76690.9

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 110 143

　　　　減価償却累計額 22 87 34 108

　　(2) その他 111 153

　　　　減価償却累計額 45 66 59 94

　　　有形固定資産合計 153 0.1 203 0.1

　２　無形固定資産 8 0.0 973 0.3

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※１ 17,558 25,131

　　(2) 出資金 ※1、2 3,126 188

　　(3) 長期貸付金 ※２ 1,431 1,920

　　(4) 繰延税金資産 77 －

　　(5) その他 1,225 2,326

　　　投資その他の資産合計 23,41914.8 29,5668.7

　　　固定資産合計 23,58114.9 30,7439.1

　　　資産合計 158,147100.0 338,509100.0
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　 前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

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　営業未払金 362 477

　２　短期借入金 ※2、4 35,900 60,720

　３　コマーシャル・ペーパー － 6,000

　４　１年内返済予定
　　　長期借入金

※２ 15,259 17,312

　５　１年内償還予定社債 2,785 3,435

　６　未払法人税等 5,066 8,409

　７　預り敷金 3,575 5,405

　８　繰延税金負債 － 521

　９　役員賞与引当金 270 430

　10　その他 1,552 3,683

　　　流動負債合計 64,77241.0 106,39731.4

Ⅱ　固定負債

　１　社債 ※２ 30,519 47,110

　２　長期借入金 ※２ 22,166 103,691

　３　匿名組合出資預り金 279 162

　４　繰延税金負債 303 306

　５　退職給付引当金 13 17

　６　役員退職慰労引当金 164 －

　７　その他 135 335

　　　固定負債合計 53,58133.8 151,62344.8

　　　負債合計 118,35374.8 258,02076.2

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 9,6486.1 14,5464.3

　２　資本剰余金 9,9076.2 14,8054.3

　３　利益剰余金 16,99610.8 30,8219.1

　４　自己株式 △42 △0.0 △124△0.0

　　　株主資本合計 36,51023.1 60,04717.7

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

674 0.4 773 0.3

　２　繰延ヘッジ損益 △111△0.0 72 0.0

　３　為替換算調整勘定 137 0.1 △57 △0.0

　　　評価・換算差額等合計 700 0.5 788 0.3

Ⅲ　少数株主持分 2,5831.6 19,6525.8

　　　純資産合計 39,79425.2 80,48823.8

　　　負債純資産合計 158,147100.0 338,509100.0
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②　【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益 ※１ 27,044100.0 138,025100.0

Ⅱ　営業原価 4,65917.2 101,47673.5

　　　営業総利益 22,38482.8 36,54926.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　貸倒引当金繰入額 ― 5

　２　役員報酬 240 275

　３　給与及び賞与 1,536 1,747

　４　役員賞与引当金繰入額 270 430

　５　退職給付引当金繰入額 8 8

　６　役員退職慰労引当金
　　　繰入額

24 103

　７　支払手数料 403 1,038

　８  のれん償却額 ― 372

  ９　その他 1,264 3,74713.9 1,705 5,6864.1

　　　営業利益 18,63768.9 30,86322.4

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 63 150

　２　持分法による投資利益 170 813

　３　消費税簡易課税差額
　　　収入

77 393

　４　その他 65 376 1.4 162 1,5191.1

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 1,223 3,319

　２　株式交付費 2 56

　３　社債発行費 283 179

　４　支払手数料 ※２ 879 1,903

　５　その他 164 2,5529.4 802 6,2614.6

　　　経常利益 16,46160.9 26,12018.9

Ⅵ　特別利益

　１  関係会社株式売却益 ― 141

　２　投資有価証券売却益 20 20 0.0 ― 141 0.1

　　　匿名組合損益分配前
　　　税金等調整前当期
　　　純利益

16,48160.9 26,26219.0

　　　匿名組合損益分配額 474 1.7 90 0.0

　　　税金等調整前
　　　当期純利益

16,00759.2 26,17219.0

　　　法人税、住民税及び
　　　事業税

6,739 12,605

　　　法人税等調整額 △263 6,47524.0 △2,797 9,8077.2

　　　少数株主利益 515 1.9 1,7021.2

　　　当期純利益 9,01533.3 14,66210.6
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高(百万円) 9,507 9,766 8,433 － 27,708

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 140 140 － － 281

　剰余金の配当 － － △352 － △352

　役員賞与 － － △99 － △99

　当期純利益 － － 9,015 － 9,015

　自己株式の取得 － － － △42 △42

　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)

140 140 8,562 △42 8,802

平成18年12月31日残高(百万円) 9,648 9,907 16,996 △42 36,510

　

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

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(百万円) 739 － 113 853 16 28,578

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 － － － － － 281

　剰余金の配当 － － － － － △352

　役員賞与 － － － － － △99

　当期純利益 － － － － － 9,015

　自己株式の取得 － － － － － △42

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額
　(純額)

△65 △111 24 △153 2,566 2,413

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△65 △111 24 △153 2,566 11,215

平成18年12月31日残高(百万円) 674 △111 137 700 2,583 39,794
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(百万円) 9,648 9,907 16,996 △42 36,510

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 4,897 4,897 － － 9,795

　剰余金の配当 － － △856 － △856

　当期純利益 － － 14,662 － 14,662

　連結範囲の変更に伴う利益
　剰余金及び自己株式の増減額

－ － 18 △82 △64

　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)

4,897 4,897 13,824 △82 23,537

平成19年12月31日残高(百万円) 14,546 14,805 30,821 △124 60,047

　

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

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(百万円) 674 △111 137 700 2,583 39,794

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 － － － － － 9,795

　剰余金の配当 － － － － － △856

　当期純利益 － － － － － 14,662

　連結範囲の変更に伴う利益
　剰余金及び自己株式の増減額

－ － － － － △64

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額
　(純額)

99 184 △195 88 17,069 17,157

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

99 184 △195 88 17,069 40,694

平成19年12月31日残高(百万円) 773 72 △57 788 19,652 80,488
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④　【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

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

　１　税金等調整前当期純利益 16,007 26,172

　２　買取債権回収益及び譲渡益 △314 △1,010

　３　自己投資による匿名組合損益 △2,287 △1,393

　４　貸倒引当金の増減額 △9 5

　５　役員賞与引当金の増減額 270 160

　６　退職給付引当金の増減額 2 4

　７　役員退職慰労引当金の増減額 24 △164

　８　受取利息 △63 △150

　９　支払利息 1,223 3,319

　10　匿名組合損益分配額 474 90

　11　持分法による投資利益 △170 △813

　12　販売用不動産売却益 △10,848 ―

　13　投資有価証券売却益 △20 ―

　14　営業未収入金の増減額 △246 △73

　15　販売用不動産の取得による支出 △86,082 ―

　16　販売用不動産の売却による収入 92,544 ―

　17　たな卸資産の増減額 ― △63,679

　18　営業未払金の増減額 86 113

　19　買取債権の購入による支出 △8,368 △10,722

　20　買取債権の回収及び譲渡による収入 4,222 9,643

　21　匿名組合出資金の分配金受取による
　　　収入

※２ 6,453 3,645

　22　匿名組合出資金の拠出・購入による
　　　支出

※２ △10,359 △3,722

　23　匿名組合出資金の売却による収入 ※２ 700 ―

　24　匿名組合出資預り金の受入による
　　　収入

159 ―

　25　匿名組合出資預り金の払戻による
　　　支出

△804 △17

　26　役員賞与 △99 ―

　27　その他 336 1,644

　　　　小計 2,828 △36,948

　28　利息及び配当金の受取額 57 132

　29　利息の支払額 △1,349 △2,713

　30　法人税等の支払額 △4,436 △9,248

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー △2,900 △48,778
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　 前連結会計年度
(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

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

　１　有形固定資産の取得による支出 △52 △96

　２　有形固定資産の売却による収入 6 1

　３　無形固定資産の取得による支出 ― △20

　４　無形固定資産の売却による収入 ― 0

　５　貸付けによる支出 △948 △7,589

　６　貸付金の回収による収入 143 2,799

　７　投資有価証券の取得による支出 △5,377 △1,217

　８　投資有価証券の売却による収入 28 4

　９　投資有価証券の有償減資による収入 17 130

　10　関係会社株式・出資金の
　　　取得による支出

△2,090 △7,389

　11　関係会社株式・出資金の
　　　売却による収入

※４ 86 104

　12　関係会社株式・出資金の
　　　減資による収入

― 2,347

　13　連結の範囲の変更を伴う子会社株式・
　　　出資金の取得による支出

※３ △24 △24,935

　14　その他 △684 △101

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △8,894 △35,962

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入れによる収入 88,406 172,198

　２　短期借入金の返済による支出 △82,520 △147,379

　３  コマーシャルペーパーの発行による
　　　収入

― 28,000

　４　コマーシャルペーパーの償還による
　　　支出

― △22,000

　５　長期借入れによる収入 23,565 88,392

　６　長期借入金の返済による支出 △25,127 △61,734

　７　株式の発行による収入 278 9,739

　８　社債の発行による収入 26,616 17,820

　９　社債の償還による支出 △1,786 △3,962

　10　少数株主からの払込による収入 1,030 14,567

　11　少数株主に対する配当金の支払 ― △108

　12　少数株主への分配による支出 △1,826 △2,895

　13　配当金の支払 △352 △856

　14　その他 ― 105

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 28,283 91,886

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 14 △209

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 16,503 6,935

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 19,178 37,074

Ⅶ　連結範囲変更に伴う現金及び現金
　　同等物の増減額

1,392 952

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 37,074 44,962
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　　　　65社

主要な連結子会社の名称

パシフィック債権回収㈱

ケネディクス・アドバイザーズ㈱

ケネディクス・リート・マネジメント㈱

ケネディクス・デベロップメント㈱

ケイダブリュー・リアルティ㈲

ケイダブリュー・インベストメント㈲

Kenedix Westwood, LLC

他58社

なお、㈲ケイディーエックス・スリー他11

社は新規設立により、㈲KRF1他7社は重要

性が増したため、またケネディクス・プロ

パティー㈱他1社は持分を取得したことに

より、当連結会計年度から連結の範囲に含

めることといたしました。

ヘキサ・プロパティーズ㈲他5社は、実質

的に支配していると認められることと

なったため、当連結会計年度から連結の範

囲に含めることといたしました。

(1) 連結子会社の数　　　　　101社

主要な連結子会社の名称

ケネディクス・アドバイザーズ㈱

ケネディクス・リート・マネジメント㈱

ケネディクス・デベロップメント㈱

パシフィック債権回収㈱

Kenedix Westwood, LLC

Kenedix GP, LLC

他95社

なお、ケネディクス・リテール・パート

ナーズ㈱他16社は新規設立、㈲KRF6他6社

は重要性が増したこと、匿名組合ケイダブ

リューシー・フォース他8社は持分を取得

したこと、また匿名組合ムーンストーン・

アール他4社は実質的な支配関係が認めら

れることにより、それぞれ当連結会計年度

より連結子会社に含めております。

一方、前連結会計年度において連結子会社

に含めていたヘキサ・プロパティーズ㈲

は、重要性が低下したことにより、また、

タッチストーン・キャピタル・マネージ

メント㈱は、持分の一部を譲渡したことに

より持分法適用の関連会社となったこと

から、それぞれ当連結会計年度より連結子

会社から除外しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(2) 非連結子会社の数　　　　　16社

非連結子会社の名称

㈲ロック・エイ他15社

(2) 非連結子会社の数　　　　 12社

非連結子会社の名称

㈲ケイアンドエックスインベストメント

他11社

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の総資産、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）等は各々小規模であ

り、全体としても連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないためであります。

連結の範囲から除いた理由

同左

２　持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の子会社数　　　8社

会社名

㈲ロック・エイ他7社

KD Sumisei Ⅰ, LLCは当連結会計年度に

おいて設立したことにより、また、㈲ケイ

ダブリュー・オフィス他3社は、当連結会

計年度に持分の全部を取得したことによ

り、㈲アールケイインベストメントワンは

重要性が増したため持分法適用の子会社

となっております。

また、前連結会計年度まで持分法適用の子

会社であった㈲プロテウス・インベスト

メント他1社は重要性が増したため、当連

結会計年度から連結の範囲に含めること

といたしました。

(1) 持分法適用の子会社はありません。

前連結会計年度まで持分法適用の子会社

であった㈲ロック・エイ他2社は重要性が

増したため、当連結会計年度から連結の範

囲に含めることといたしました。

また、前連結会計年度まで持分法適用の子

会社であった㈲ケイダブリュー・オフィ

ス他3社は重要性が低下したため、当連結

会計年度より持分法を適用しておりませ

ん。 

なお、前連結会計年度まで持分法適用の子

会社であった㈲アールケイインベストメ

ントワンは、実質的に支配しているとは認

められなくなったものの、影響力は依然と

して認められるため、関連会社となりまし

た。 
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(2) 持分法適用の関連会社数　　75社

主要な会社名

三井物産ロジスティクス・パートナーズ㈱

㈱アセット・ワン

住宅流通㈱

KW Multi-Family Management Group, Ltd.

ケイ・エー・キャピタル㈱

㈲ケイアンドエイインベストメント

㈲ケイアンドビーインベストメント

モデラート・キャピタル㈲

他67社

(2) 持分法適用の関連会社数　 63社

主要な会社名

㈱コマーシャル・アールイー

三井物産ロジスティクス・パートナーズ㈱

㈱アセット・ワン

住宅流通㈱

KW Multi-Family Management Group, LLC

タッチストーン・キャピタル証券㈱

㈱シー・アンド・ケー

ケイ・エー・キャピタル㈱

モデラート・キャピタル㈲

他54社

なお、KW Multi-Family Management Group,

 Ltd.他15社は、新規設立したことにより、匿

名組合ダイモス他14社は、実質的に影響力を

有していると認められることから、当連結会

計年度から持分法適用の範囲に含めること

といたしました。

前連結会計年度まで子会社であった㈲ケイ

アンドブイインベストメント他1社は当連結

会計年度に持分の一部を譲渡したため持分

法適用関連会社となっております。

また、前連結会計年度まで持分法適用の関連

会社であった㈲アイ・ケイダブリュー・

ツー他3社は、重要性が増したため当連結会

計年度から連結子会社となっており、㈲イン

ダストリアル・リート・エイト他1社は実質

的に影響力を有してるとは認められなく

なったことにより、当連結会計年度から持分

法適用の範囲から除外しております。

なお、㈱シー・アンド・ケー他8社は、新規設

立したことにより、㈱コマーシャル・アール

イー他2社は持分の一部を取得したことによ

り、また匿名組合トレンチは、重要性が増した

ため、当連結会計年度から持分法適用の関連

会社となりました。

また、前連結会計年度まで子会社であった

タッチストーン・キャピタル・マネージメン

ト㈱は、当連結会計年度に持分の一部を譲渡

したことにより、持分法適用の関連会社と

なっております。

なお、前連結会計年度まで持分法適用の子会

社であった㈲アールケイインベストメントワ

ンは、実質的な支配関係は認められなくなっ

たものの、影響力を有していると認められる

ため、持分法適用の関連会社となっておりま

す。

一方、前連結会計年度まで持分法適用の関連

会社であった㈲アトラス・インベストメント

他11社は実質的に影響力を有しているとは認

められなくなったことにより、当連結会計年

度から持分法適用の関連会社から除外してお

ります。また、前連結会計年度まで持分法適用

の関連会社であった㈲ケイアンドエイインベ

ストメント他7社は、当連結会計年度に清算い

たしました。

前連結会計年度まで持分法適用の関連会社で

あった匿名組合ケイダブリューシー・フォー

ス他3社は持分を追加取得したこと、また平野

町特定目的会社他2社は実質的な支配関係が

認められることにより、当連結会計年度から

連結子会社に含めております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(3) 持分法を適用しない非連結子会社のうち

主要な会社等の名称

㈲ケイダブリュー・プロパティ・エイト

他7社

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性が無いた

め、持分法の適用から除外しております。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社のうち

主要な会社等の名称

㈲ケイアンドエックスインベストメント

他11社

持分法を適用しない理由

同左

(4) 決算日の異なる持分法適用会社の処理

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算

日と異なるものの、当該会社の決算日現在

の財務諸表を使用している会社の数は13

社であります。

持分法適用会社のうち、連結決算日または

一定時点を基準とした仮決算に基づく財

務諸表を使用している会社の数は60社で

あります。

上記いずれの場合も、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、持分法適用

上必要な修正を行っております。

(4) 決算日の異なる持分法適用会社の処理

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算

日と異なるものの、当該会社の決算日現在

の財務諸表を使用している会社の数は2社

であります。

持分法適用会社のうち、連結決算日または

一定時点を基準とした仮決算に基づく財

務諸表を使用している会社の数は45社で

あります。

上記いずれの場合も、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、持分法適用

上必要な修正を行っております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

３　連結子会社の事業年度等に関する

事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と

異なるものの、差異が3ヶ月を超えないた

め、当該子会社の決算日現在の財務諸表を

使用している会社の数は28社であります。

連結子会社のうち、連結決算日または連結

決算日から3ヶ月以内の一定時点を基準と

した仮決算に基づく財務諸表を使用して

いる会社の数は20社であります。

上記いずれの場合も、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要

な修正を行っております。

　

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と

異なるものの、差異が3ヶ月を超えないた

め、当該子会社の決算日現在の財務諸表を

使用している会社の数は51社であります。

連結子会社のうち、連結決算日または連結

決算日から3ヶ月以内の一定時点を基準と

した仮決算に基づく財務諸表を使用して

いる会社の数は31社であります。

上記いずれの場合も、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要

な修正を行っております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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　有価証券

　　その他有価証券

　　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）

　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

ただし匿名組合出資金は個別法によって

おり、詳細は「(8)ロ　匿名組合出資金の会

計処理」に記載しております。

イ　有価証券

その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

　　

　　

　　

　　時価のないもの

同左

ロ　デリバティブ

　　時価法

ロ　デリバティブ

同左

ハ　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、当社グループが組成するファンドに

組み入れることを目的として、一時的に取

得するもの以外のものについては減価償

却を実施しており、減価償却費を営業原価

に計上しております。また、当該資産の主

な耐用年数は39年～50年であります。

ハ　たな卸資産

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

定額法

ただし、一部の連結子会社については定率

法

なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物　　　　　 10年～15年

器具及び備品　　4年～15年

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

　　ソフトウェア

　　自社利用のソフトウェアについて

　　は利用可能期間（5年）に基づく

定額法

ロ　無形固定資産

　　ソフトウェア

同左

ハ　長期前払費用

　　均等償却

ハ　長期前払費用

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　(3) 重要な繰延資産の処理方法イ　株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

イ　株式交付費

同左

ロ　社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

ロ　社債発行費

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、一

般債権については貸倒実績率により、買取

債権及び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　役員賞与引当金

役員に対する賞与支給に充てるため、支給

見込額の当連結会計年度負担額を計上し

ております。

ロ　役員賞与引当金

同左

ハ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務見込額に

基づき計上しております。

ハ　退職給付引当金

同左

ニ　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

ニ　役員退職慰労引当金

─────────

（追加情報）

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ましたが、役員退職慰労金制度を廃止し、

平成19年3月27日開催の定時株主総会にお

いて、役員退職慰労金の打ち切り支給を決

議しました。これにより、役員退職慰労引

当金残高を全額取り崩し、打ち切り支給額

に対する未払分については固定負債の

「その他」に含めて表示しております。

　(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務については、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、為

替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、負債、収益及び

費用は、連結決算日の直物為替相場により

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おります。

同左

 

　(6) 重要なリース取引の処理方法リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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、金利スワップの特例処理の対象とな

る取引については、特例処理を適用してお

ります。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引、外貨建金銭債務、通貨

スワップ、為替予約

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…借入金、在外子会社等に対する投資への持

分

ヘッジ対象…同左

ハ　ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規定等を

定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係

る為替相場変動リスク及び金利変動リス

クを一定の範囲内でヘッジしております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それ

ぞれの相場変動又はキャッシュ・フロー

総額の変動額を比較し、両者の変動額を基

準にして検証しておりますが、ヘッジ手段

とヘッジ対象に関する重要な条件が同一

であり、かつヘッジ開始時及びその後も継

続して、相場変動又はキャッシュ・フロー

変動を完全に相殺するものと想定するこ

とができる場合や、特例処理の適用が可能

なものについては、検証を省略しておりま

す。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

　(8) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

イ　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。ただし、資産に係る控除対象外

消費税等は発生事業年度の期間費用とし

ています。

イ　消費税等の会計処理

同左

ロ　匿名組合出資金の会計処理

匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の

財産の持分相当額を「投資有価証券」と

して計上しております。

匿名組合への出資時に「投資有価証券」

を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持

分相当額（関連会社である匿名組合に係

るものを含む）については、「営業収益」

に計上するとともに同額を「投資有価証

券」に加減し、営業者からの出資金の払い

戻しについては、「投資有価証券」を減額

させております。

ロ　匿名組合出資金の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

当社の連結子会社は匿名組合の営業者と

しての業務を受託しております。匿名組合

の財産は、営業者に帰属することから、匿

名組合の全ての財産及び損益は、連結財務

諸表に含め、総額にて表示しております。

匿名組合出資者からの出資金受入れ時に

「匿名組合出資預り金」を計上し、匿名組

合が獲得した純損益の出資者持分相当額

については、税金等調整前当期純利益の直

前の「匿名組合損益分配額」に計上する

とともに同額を「匿名組合出資預り金」

に加減し、出資金の払い戻しについては、

「匿名組合出資預り金」を減額させてお

ります。

なお、連結対象となった匿名組合における

当社グループ以外の匿名組合員の出資持

分は「少数株主持分」とし、当社グループ

以外の匿名組合員への損益分配額は「少

数株主利益」として計上しております。

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

同左

ニ　不動産を信託財産とする信託受益権に関

する会計処理

保有する不動産を信託財産とする信託受

益権につきましては、信託財産内の全ての

資産及び負債並びに信託財産に生じた全

ての収益、費用及びキャッシュ・フローに

ついて、連結貸借対照表、連結損益計算書

及び連結キャッシュ・フロー計算書の該

当勘定科目に計上しております。

ニ　不動産等を信託財産とする信託受益権に関

する会計処理

同左

ホ　買取債権の会計処理

買取債権の代金回収に際しては、

個別債権毎に回収代金を買取債権

の取得価額より減額し、個別債権

毎の回収代金が取得価額を超過し

た金額を純額で収益計上しており

ます。

ホ　買取債権の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

へ　販売用不動産の売却時の会計処理

販売用不動産については、売却時に売却収

入と売却原価を相殺した売却損益の純額

を「営業収益」に計上しております。

─────────

５　連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

　

同左

６　のれん及び負ののれんの償却に関

する事項

当連結会計年度において発生したのれん

は、金額少額につき、一括償却しておりま

す。

のれんの償却については、その効果の発現

すると見積もられる期間（2年）にわたっ

て定額法により償却を行っております。

なお、金額的に重要性がない場合には、発

生年度に一括償却しております。

７　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び信託預金並

びに容易に換金可能であり、かつ、価値変

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
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(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)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（役員賞与に関する会計基準）

役員賞与については、従来は株主総会決議による利益処分

により、未処分利益の減少として処理しておりましたが、当

連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第4号）を

適用し、役員賞与の支給見込額の当連結会計年度負担額を

役員賞与引当金として計上する方法に変更いたしました。

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益が270百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。　

（販売用不動産の売却時の会計処理） 

販売用不動産については、従来、売却時に売却収入と売却原

価を相殺した売却損益の純額を「営業収益」に計上してお

りましたが、当連結会計年度より、売却収入を「営業収益」

に、売却原価を「営業原価」に計上する方法に変更いたし

ました。 

これまで当社グループが組成するファンドへ売却する目的

で取得した販売用不動産については、主としてファンド運

営に関連して一時的に保有する目的であったことから、売

却収入と売却原価を相殺し、売却取引の純額を営業収益に

計上しておりました。 

当連結会計年度より当社グループが自ら不動産の開発を行

い、開発コストを負担するとともに、開発利益を享受する取

引が増加しております。また、それに伴い不動産の保有期間

についても開発期間に応じて長期化しており、今後も同様

の開発物件が増加する見込みであります。 

したがって、販売用不動産の売却取引を総額で表示するこ

とが、当社グループの経営規模を適切に表し、より実態を反

映した経営成績の開示に資すると判断し、連結損益計算書

において売却収入を「営業収益」に、売却原価を「営業原

価」に計上しております。 

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、

営業収益及び営業原価は93,965百万円増加しております。 

また、この変更に伴い、従来、営業活動によるキャッシュ・

フローにおいて、「販売用不動産売却益」、「販売用不動産

の取得による支出」及び「販売用不動産の売却による収

入」として記載しておりました販売用不動産の増減額を、

当連結会計年度より、「たな卸資産の増減額」として記載

しております。

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に

記載しております。

　

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正） 

当連結会計年度から、「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）、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　最終改正平成18年8月11日　企業会

計基準第1号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最終

改正平成18年8月11日　企業会計基準適用指針第2号）を適

用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、37,322百万円で

あります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度は、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

EDINET提出書類

ケネディクス株式会社(E05235)

有価証券報告書

 67/139



（連結の範囲に関する変更）

当連結会計年度より、「投資事業組合に対する支配力基準

及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会

計基準委員会　平成18年9月8日　実務対応報告第20号）を適

用しております。これにより、従来、関連会社としていた匿

名組合山王ホールディングズ及び匿名組合南青山ホール

ディングス、また、従来、関係会社として位置づけていな

かった匿名組合オストマックスを当連結会計年度より、連

結の範囲に含めることとし、従来、関係会社として位置づけ

ていなかった匿名組合ケイダブリューオー・フォース他12

の匿名組合を関連会社といたしました。
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前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

なお、従来、関連会社としていた㈲インダストリアル・リー

ト・エイト他1社は、同報告に照らして、実質的に影響力が

認められないため、当連結会計年度から関係会社ではなく

なっております。

また、連結対象である匿名組合における当社グループ以外

の匿名組合員の出資持分を「少数株主持分」とし、当社グ

ループ以外の匿名組合員への損益分配額を「少数株主利

益」として計上しております。

この変更により、総資産が11,973百万円、負債が9,635百万

円、純資産が2,337百万円、営業収益が2,192百万円、営業利

益が384百万円、経常利益が239百万円、税金等調整前当期純

利益が314百万円増加し、当期純利益が81百万円減少してお

ります。

また、この変更により、連結範囲変更に伴う現金及び現金同

等物の増減額が1,008百万円増加し営業活動によるキャッ

シュ・フローが4,791百万円減少し、財務活動によるキャッ

シュ・フローが4,452百万円増加し、現金及び現金同等物の

期末残高が668百万円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。

また、この変更が当下期に行われたのは、当下期において同

報告第20号が公表されたことによるもであります。

従って、当中間連結会計期間は従来の方法によっており、当

中間連結会計期間末は、変更後の方法に比べ、総資産が

14,929百万円、負債が12,478百万円、純資産が2,450百万円

少なく計上されております。また、当中間連結会計期間は、

変更後の方法に比べ、営業収益が1,184百万円、営業利益が

311百万円、経常利益が225百万円、税金等調整前中間純利益

が661百万円少なく、中間純利益が34百万円多く計上されて

おります。

また、変更後の方法によった場合、当中間連結会計期間は、

連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増減額が1,008

百万円増加し営業活動によるキャッシュ・フローが4,552

百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローが4,460

百万円増加し、現金及び現金同等物の中間期末残高が916百

万円増加します。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。
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(表示方法の変更)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（連結貸借対照表）　
当連結会計年度において、会社法及び会社法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律が施行され、旧有限会社法
に規定する有限会社に対する出資持分が有価証券とみなさ
れることとなったことから、前連結会計年度まで投資その
他の資産の「出資金」に含めて表示しておりました有限会
社に対する出資持分は、当連結会計年度より投資その他の
資産の「投資有価証券」として表示しております。 
なお、当連結会計年度末の「投資有価証券」に含めた特例
有限会社に対する出資持分は200百万円であります。
 

───────────

　

　

EDINET提出書類

ケネディクス株式会社(E05235)

有価証券報告書

 70/139



注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであ

ります。

(1) 非連結子会社に対する出資金

　出資金 5百万円

　投資有価証券 2百万円

(2) 非連結子会社の株式

　投資有価証券 44百万円

(3) 関連会社の株式

　投資有価証券 1,649百万円

(4) 関連会社に対する匿名組合出資金

　投資有価証券 3,694百万円

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであ

ります。

(1) 非連結子会社に対する出資金

　投資有価証券 181百万円

(2) 非連結子会社の株式

　投資有価証券 67百万円

(3) 関連会社の株式

　投資有価証券 9,505百万円

(4) 関連会社に対する出資金

　投資有価証券 1,972百万円

(5) 関連会社に対する匿名組合出資金

　投資有価証券 2,697百万円

※２　担保提供資産及び対応債務

(1) 担保提供資産

信託預金 1,692百万円

たな卸資産 39,922百万円

※２　担保提供資産及び対応債務

(1) 担保提供資産

信託預金 1,104百万円

たな卸資産 64,018百万円

(2) 対応債務

短期借入金 29,561百万円

1年内返済予定

長期借入金
1,400百万円

長期借入金 3,960百万円

なお、関係会社等に対する長期貸付金797百万円、出資金98

百万円を当該関係会社の借入金17,630百万円の担保に提供

しております。

(2) 対応債務

短期借入金 36,582百万円

1年内返済予定

長期借入金
1,635百万円

長期借入金 16,528百万円

なお、関係会社等に対する長期貸付金893百万円、投資有価

証券64百万円を当該関係会社の借入金33,268百万円の担保

に提供しております。

　

(3) 責任財産限定型債務（ノンリコースローン）に対する担保

提供資産

① 担保提供資産

信託預金 2,869百万円

たな卸資産 37,354百万円

② 対応債務

短期借入金 4,025百万円

1年内返済予定
長期借入金

9,838百万円

長期借入金 15,776百万円

本債務は、上記①の担保提供資産を含むケイ・エー・プロ

パティーズ㈲他12社を対象に融資されたもので、返済は同

社の保有資産の範囲内に限定されるものであります。

(3) 責任財産限定型債務（ノンリコースローン）に対する担保

提供資産

① 担保提供資産

信託預金 5,788百万円

たな卸資産 160,532百万円

② 対応債務

短期借入金 21,470百万円

1年内返済予定長期借入金 11,980百万円

長期借入金 84,589百万円

社債（特定社債） 2,326百万円

本債務は、上記①の担保提供資産を有する連結子会社23社

を対象に融資されたもので、返済は同社の保有資産の範囲

内に限定されるものであります。

　

※３　連結貸借対照表に計上されている買取債権のうち、16百万

円は、金融機関等が所有していた原債務者に対する貸付金

をパーティシペーション方式により当社グループが購入し

たものであります。また、パーティシペーション方式によ

り、当社グループが参加者に売却したものとして会計処理

した買取債権の期末残高の総額は、２百万円であります。

※３　連結貸借対照表に計上されている買取債権のうち、10百万

円は、金融機関等が所有していた原債務者に対する貸付金

をパーティシペーション方式により当社グループが購入し

たものであります。また、パーティシペーション方式によ

り、当社グループが参加者に売却したものとして会計処理

した買取債権の期末残高の総額は、１百万円であります。
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　 前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

※４　取引銀行との間に当座貸越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しており、当該契約に基づく当連結会計年

度末借入未実行残高は次のとおりであります。

　　(1) 当座貸越契約

当座貸越契約の総額 3,980百万円

借入実行残高 724百万円

差引額 3,255百万円

　　(2) 貸出コミットメントライン契約

貸出コミットメントの総額 56,700百万円

借入実行残高 26,511百万円

差引額 30,189百万円

※４　取引銀行との間に当座貸越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しており、当該契約に基づく当連結会計年

度末借入未実行残高は次のとおりであります。

　　(1) 当座貸越契約

当座貸越契約の総額 5,130百万円

借入実行残高 2,792百万円

差引額 2,337百万円

　　(2) 貸出コミットメントライン契約

貸出コミットメントの総額 74,600百万円

借入実行残高 27,912百万円

差引額 46,687百万円

５　停止条件付債権売付契約

当社グループは、一定条件に該当した場合に、他社が組成し

たファンドのメザニンローン債権を取得する内容の停止条

件付債権売付契約を締結しております。本契約により、当社

グループは契約締結対価として手数料収入を得る一方で、

金融機関のプットオプションの行使により、メザニンロー

ンを取得する義務を負いますが、これにより担保不動産に

係る売却指図権を得ることになり、担保不動産の処分によ

り債権を回収する以外に、当社グループまたは当社グルー

プが組成するファンドにおいて、対象不動産を取得するこ

とが可能となります。

当社グループが、当連結会計年度末現在、締結している停止

条件付債権売付契約における対象債権金額は8,000百万円

であります。

　

５　停止条件付債権売付契約

当社グループは、一定条件に該当した場合に、他社が組成し

たファンドのメザニンローン債権を取得する内容の停止条

件付債権売付契約を締結しております。本契約により、当社

グループは契約締結対価として手数料収入を得る一方で、

金融機関のプットオプションの行使により、メザニンロー

ンを取得する義務を負いますが、これにより担保不動産に

係る売却指図権を得ることになり、担保不動産の処分によ

り債権を回収する以外に、当社グループまたは当社グルー

プが組成するファンドにおいて、対象不動産を取得するこ

とが可能となります。

当社グループが、当連結会計年度末現在、締結している停止

条件付債権売付契約における対象債権金額は16,567百万円

であります。

　

　

(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　営業収益に含まれている販売用不動産の売却損益（純額）

の相殺前の売却収入と売却原価は以下の通りであります。

　

売却収入 92,544百万円

売却原価 81,695百万円

売却損益 10,848百万円

※１　

───────────

　

※２　営業外費用に計上されている「支払手数料」には、取引銀

行との間に設定されたコミットメントラインにかかるアレ

ンジメントフィー、エージェントフィーならびにコミット

メントフィー等の手数料を計上しております。

※２　

同左
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12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

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

　普通株式(株)　 (注)1 282,357 3,132 － 285,489

合計 282,357 3,132 － 285,489

自己株式

　普通株式(株) 　(注)2 － 87 － 87

合計 － 87 － 87

(注)1　普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使による新株の発行によるものであります。

2　持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分　87株

　

　
　
２　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18年3月23日
定時株主総会

普通株式 352 1,250
平成17年
12月31日

平成18年
3月24日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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3月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 856 3,000
平成18年
12月31日

平成19年
3月28日
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12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

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

　普通株式(株)　 (注)1 285,489 349,651 － 635,140

合計 285,489 349,651 － 635,140

自己株式

　普通株式(株) 　(注)2 87 500 － 587

合計 87 500 － 587

(注)1　普通株式の発行済株式総数の増加数の内訳は、次の通りであります。

　株式分割による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　285,489株

　公募増資による増加　　　　　　　　　　　　　　 　　　　50,000株

　第三者割当増資による増加　　　　　　　　　　　　　　　　7,500株

　新株予約権の権利行使による新株の発行による増加　　　　　6,662株

　

2　株式分割による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　87株

 　新たに持分法適用会社とした会社が保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分　413株

　

　
　
２　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3月27日
定時株主総会

普通株式 856 3,000
平成18年
12月31日

平成19年
3月28日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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3月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,492 2,350
平成19年
12月31日

平成20年
3月26日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 34,390百万円

信託預金 4,821

計 39,212

使途制限付信託預金（注） △2,137

現金及び現金同等物 37,074百万円

　(注)テナントから預っている敷金保証金の返還のために留保さ

れている信託預金等

※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

現金及び預金勘定 39,369百万円

信託預金 6,966

計 46,335

使途制限付信託預金（注） △ 1,373

現金及び現金同等物 44,962百万円

　(注)テナントから預っている敷金保証金の返還のために留保さ

れている信託預金等

※２　匿名組合出資金は、連結貸借対照表上「投資有価証券」と

して計上しております。

※２　

同左

※３　株式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

株式の取得によりケネディクス・プロパティー㈱を新たに

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に株式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係は

次の通りであります。

現金及び預金勘定 5百万円

その他 0

　　資産合計 6

未払法人税等 0

その他 0

　　負債合計 0

　　　合計 5

のれん 24

連結子会社の株式の取得価額 30

連結子会社の現金及び現金同等物 5

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による減少

△24百万円

　

　

※３　株式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

株式等の取得により以下の会社等を新たに連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式等の取得

価額と取得のための支出（純額）との関係は次の通りであ

ります。

（取得会社）

㈱湘南台ホールディングス

匿名組合ケイダブリューシー・フォース

匿名組合ケイダブリューオー・フォース

匿名組合エイチケイディーエックス

匿名組合トリノ

㈲ホワイトプラム

匿名組合シャテルドン・インベスターズ・ワン

匿名組合シャテルドン・インベスターズ・ツー

㈲アクアマリン・シティー

㈲MSH

流動資産 95,024百万円

固定資産 727

のれん 1,284

流動負債 △8,342

固定負債 △55,759

少数株主持分 △14

株式又は匿名組合出資金の取得価
額

32,920

みなし取得日までの匿名組合出資
額

△1,686

連結子会社の現金及び現金同等物 △6,298

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株
式・出資金の取得のための支出

24,935百万円

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)
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※４　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び

負債の主な内訳

　　タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱

流動資産 98百万円

固定資産 33

流動負債 15

株式の売却価額 200

連結子会社の現金及び現金同等物 95

差引：関係会社株式・出資金の売却によ
る収入

104百万円
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

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

リース取引は重要性が低いため注記を省略しております。

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

同左

　

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成18年12月31日)

(1) その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1)株式 176 290 113

(2)債券 － － －

(3)その他 5,016 6,161 1,144

小計 5,193 6,451 1,258

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1)株式 1,756 1,634 △121

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小計 1,756 1,634 △121

合計 6,949 8,085 1,136

　

(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

(単位：百万円)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

28 20 0

　

(3) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年12月31日)

その他有価証券

(単位：百万円)

種類 連結貸借対照表計上額

　非上場株式 471

　優先出資証券 1,824

　匿名組合出資金 5,481

計 7,777
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当連結会計年度(平成19年12月31日)

(1) その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1)株式 18 20 1

(2)債券 － － －

(3)その他 5,061 6,519 1,458

小計 5,080 6,540 1,459

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1)株式 749 594 △155

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小計 749 594 △155

合計 5,830 7,134 1,304

　

(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

(単位：百万円)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

4 － 0

　

(3) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成19年12月31日)

(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

（その他有価証券）

　非上場株式 951

　優先出資証券 125

　匿名組合出資金 2,495

合計 3,572

（子会社株式・関連会社株式等）

　子会社株式・出資金 94

　関連会社株式・出資金 11,477

　子会社優先出資証券 154

　関連会社匿名組合出資金 2,697

合計 14,424

　

(4) 当連結会計年度中の保有目的の変更

　従来、その他有価証券として計上していた株式会社コマーシャル・アールイー株式については、

追加取得により保有目的を関連会社株式に変更しております。この変更により、投資有価証券が

1,500百万円減少しております。
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(1) 取引の内容

　　　当社及び連結子会社の利用しているデリバティブ取引は、

金利キャップ取引、金利スワップ取引、通貨スワップ及び為

替予約取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

　　　当社及び連結子会社のデリバティブ取引は、将来の借入金

の金利変動リスク及び為替相場変動リスクを回避すること

を目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

当社及び連結子会社のデリバティブ取引は、将来の借入

金利等の金利市場における利率上昇による変動リスクや、

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で利用

しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

おります。

(3) 取引の利用目的

同左

イ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引、外貨建金銭債務、通貨スワップ、為替予

約

ヘッジ対象…借入金、在外子会社等に対する投資への持分

イ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

　

ヘッジ対象…同左

ロ　ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規定等を定めた内部規定

に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利

変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

ロ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれの相場変

動又はキャッシュ・フロー総額の変動額を比較し、両者の

変動額を基準にして検証しておりますが、ヘッジ手段と

ヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ

開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・

フロー変動を完全に相殺するものと想定することができる

場合や、特例処理の適用が可能なものについては、検証を省

略しております。

ハ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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　 前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(4) 取引に係るリスクの内容

　　　金利キャップ取引及び金利スワップ取引は、金利変動のリ

スク、為替予約取引及び通貨スワップ取引は為替相場の変

動リスクを有しております。

　　　ただし、借入金の金利変動のリスク及び為替相場の変動リ

スクを効果的に相殺するものであり、これらの取引に関す

るリスクは重要なものではありません。

　　　また、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金

融機関であるため、相手方不履行によるリスクはほとんど

ないと認識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

　　　当社及び連結子会社のデリバティブ取引の執行・管理につ

いては、社内ルールに従い、担当取締役の承認を得て行って

おります。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

　

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　

区分 種類

前連結会計年度末

(平成18年12月31日)

当連結会計年度末

(平成19年12月31日)

契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引

以外の取引

金利キャップ取引

　買建 17,18717,187 210 155 28,18728,187 122 △337

合計 17,18717,187 210 155 28,18728,187 122 △337

(注) １　時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　契約額等は、取引相手方との実際の取引金額を表す数字ではないため、デリバティブ取引に係る市場リスク量

を示すものではありません。

３　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

　　内訳

(1) 繰延税金資産（流動）

　未払事業税 391百万円

　未実現利益の消去 174

　連結子会社の繰越欠損金 27
　その他 13

繰延税金資産（流動）小計 607

　評価性引当額 △27

繰延税金資産（流動）合計 579百万円

　

　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

　　内訳

(1) 繰延税金資産（流動）

　匿名組合分配損益 1,204百万円

　未実現利益の消去 857

　未払事業税 650

　連結子会社の繰越欠損金 404
　その他 16

繰延税金資産（流動）小計 3,134

　評価性引当額 △404

繰延税金資産（流動）合計 2,729百万円

　

　

(2) 繰延税金資産（固定）

　未実現利益の消去 84百万円

　繰延ヘッジ損益 76

　役員退職慰労引当金否認 66
　その他 7

繰延税金資産（固定）小計 236

繰延税金負債（固定）との相殺 △158

繰延税金資産（固定）合計 77百万円

　

　

(2) 繰延税金資産（固定）

　役員退職慰労引当金否認 109百万円

　為替差益 83

　投資有価証券評価損 43

　未実現利益の消去 28
　その他 9

繰延税金資産（固定）小計 273

繰延税金負債（固定）との相殺 △273

繰延税金資産（固定）純額 －百万円

　

　

(3)繰延税金負債（固定）

　投資有価証券評価差額金 462

繰延税金負債（固定）小計 462
繰延税金資産（固定）との相殺 △158

繰延税金負債（固定）合計 303百万円

(3)繰延税金負債（流動）

　子会社時価評価差額 519百万円
　その他 2

繰延税金負債（流動）合計 521百万円

　 (4)繰延税金負債（固定）
　投資有価証券評価差額金
　繰延ヘッジ損益

530百万円
49

繰延税金負債（固定）小計 580
繰延税金資産（固定）との相殺 △273

繰延税金負債（固定）純額 306百万円

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省

略しております
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳
　

法定実効税率 40.69％
（調整）
少数株主損益に含まれる匿名組合分
配額の調整

△2.27%

持分法投資利益 △1.26%
当期の欠損に係る未認識税務利益 △1.05%
役員賞与否認 0.67%
のれん償却 0.58%
その他 0.11%

税効果会計適用後の法人税等負担率 37.47%

　　　　　　　　

　

(退職給付関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　制度の概要

退職一時金制度を設けております。

１　制度の概要

同左
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２　退職給付債務に関する事項

　退職給付債務 13百万円

　退職給付引当金 13百万円

２　退職給付債務に関する事項

　退職給付債務 17百万円

　退職給付引当金 17百万円

３　退職給付費用に関する事項

　勤務費用 8百万円

　退職給付費用合計 8百万円
　
退職給付債務及び退職給付費用の算定は簡便法によってお

ります。

３　退職給付費用に関する事項

　勤務費用 8百万円

　退職給付費用合計 8百万円
　
退職給付債務及び退職給付費用の算定は簡便法によってお

ります。

　

前へ　　　次へ
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年3月27日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 当社取締役4名　当社従業員24名　当社外部コンサルタント2名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　6,120株

付与日 平成15年5月30日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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17年4月1日から平成20年3月31日まで

　

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年3月27日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 当社従業員2名　当社外部コンサルタント1名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　990株

付与日 平成15年10月9日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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17年4月1日から平成20年3月31日まで

　

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年3月25日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 当社取締役4名　当社従業員33名　当社外部コンサルタント1名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　4,980株

付与日 平成16年10月1日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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4月1日から平成21年3月31日まで

　

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年3月24日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数
当社取締役5名　当社従業員52名　当社子会社取締役1名　当社子会社従業員3

名　当社外部コンサルタント2名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　4,890株

付与日 平成17年9月28日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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4月1日から平成22年3月31日まで
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会社名 提出会社

決議年月日 平成17年3月24日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 当社従業員9名　当社子会社従業員1名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　110株

付与日 平成18年3月16日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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4月1日から平成22年3月31日まで

(注)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。

　

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

付与日
平成15年

5月30日

平成15年

10月9日

平成16年

10月1日

平成17年

9月28日

平成18年

3月16日

権利確定前(株)

　前連結会計年度末 － － － － －

　付与 － － － － 110

　失効 － － － － －

　権利確定 － － － － 110

　未確定残 － － － － －

権利確定後(株)

　前連結会計年度末 4,329 660 4,980 4,890 －

　権利確定 － － － － 110

　権利行使 2,007 330 795 － －

　失効 － － － － －

　未行使残 2,322 330 4,185 4,890 110

(注)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。

　

②単価情報

付与日
平成15年

5月30日

平成15年

10月9日

平成16年

10月1日

平成17年

9月28日

平成18年

3月16日

権利行使価格(円) 58,946 108,388 160,042 390,000 645,593

行使時平均株価(円) 594,765 594,997 563,482 － －

付与日における公正な評価

単価(円)
－ － － － －
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年3月27日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 当社取締役4名　当社従業員24名　当社外部コンサルタント2名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　12,240株

付与日 平成15年5月30日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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17年4月1日から平成20年3月31日まで

　

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年3月27日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 当社従業員2名　当社外部コンサルタント1名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　1,980株

付与日 平成15年10月9日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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17年4月1日から平成20年3月31日まで

　

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年3月25日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 当社取締役4名　当社従業員33名　当社外部コンサルタント1名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　9,960株

付与日 平成16年10月1日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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4月1日から平成21年3月31日まで

　

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年3月24日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数
当社取締役5名　当社従業員52名　当社子会社取締役1名　当社子会社従業員3

名　当社外部コンサルタント2名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　9,780株

付与日 平成17年9月28日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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4月1日から平成22年3月31日まで
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　 会社名 提出会社

決議年月日 平成17年3月24日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 当社従業員9名　当社子会社従業員1名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　220株

付与日 平成18年3月16日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

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4月1日から平成22年3月31日まで

(注)１.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。

　　　　２.平成19年7月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。株式数は分割後の株式数で記載しておりま

す。

　

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

付与日
平成15年

5月30日

平成15年

10月9日

平成16年

10月1日

平成17年

9月28日

平成18年

3月16日

権利確定前(株)

　前連結会計年度末 － － － － －

　付与 － － － － －

　失効 － － － － －

　権利確定 － － － － －

　未確定残 － － － － －

権利確定後(株)

　前連結会計年度末 4,644 660 8,370 9,780 220

　権利確定 － － － － －

　権利行使 3,564 660 1,992 446 －

　失効 － － － － －

　未行使残 1,080 － 6,378 9,334 220

(注)１.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。

　　　　２.平成19年7月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。株式数は分割後の株式数で記載しておりま

す。

　

　

②単価情報

付与日
平成15年

5月30日

平成15年

10月9日

平成16年

10月1日

平成17年

9月28日

平成18年

3月16日

権利行使価格(円) 28,862 53,070 78,361 190,953 316,096

行使時平均株価(円) 220,696 223,835 247,681 240,927 －

付与日における公正な評価

単価(円)
－ － － － －
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)
（単位：百万円）

不動産投資
アドバイザリ
ー事業

アセット
マネジメント
事業

債権投資
マネジメント
事業

計
　

消去
又は全社

連結
　

Ⅰ　営業収益及び営業損益

　(1) 外部顧客に対する
　　　営業収益

21,253 4,481 1,309 27,044 － 27,044

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

－ 773 － 773 (773) －

計 21,253 5,255 1,309 27,818 (773) 27,044

　　営業費用 5,832 1,908 756 8,497 (89) 8,407

　　営業利益 15,420 3,346 553 19,320 (683) 18,637

Ⅱ　資産、減価償却費及び
　　資本的支出

　　資産 117,827 8,676 7,493 133,99824,149158,147

　　減価償却費 3 15 5 24 3 27

　　資本的支出 10 36 3 49 5 55

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)
（単位：百万円）

不動産投資
アドバイザ
リ
ー事業

不動産投資
事業

アセット
マネジメン
ト
事業

債権投資
マネジメン
ト
事業

計
　

消去
又は全社

連結
　

Ⅰ　営業収益及び
    営業損益
　(1) 外部顧客に対する
　　　営業収益

4,514127,0344,707 1,768138,025 － 138,025

　(2) セグメント間の
　　　内部営業収益又は
      振替高

1,323 － 3,183 － 4,507( 4,507) －

計 5,838127,0347,891 1,768142,532( 4,507)138,025

　　営業費用 1,577104,7562,465 662 109,462( 2,300)107,162

　　営業利益 4,260 22,277 5,425 1,10533,069( 2,206)30,863

Ⅱ　資産、減価償却費
    及び資本的支出

　　資産 14,093269,83817,45611,152312,54025,968338,509

　　減価償却費 5 0 22 5 33 4 37

　　資本的支出 17 0 79 5 103 13 116

　

(注) １　事業区分の方法

当社グループの事業内容を勘案して区分しております。

２　各事業の主な内容

(1) 不動産投資アドバイザリー事業…不動産売買の仲介、不動産投資の案件発掘、投資実行のコンサルティング

及び不動産ファンドへの共同投資

  (2) 不動産投資事業……………………自己勘定による不動産投資

(3) アセットマネジメント事業………不動産の管理及び投資対象物件の価値上昇のためのコンサルティング

(4) 債権投資マネジメント事業………債権売買の仲介、債権投資の案件発掘、投資実行のコンサルティング及び

自己勘定による債権投資
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３　前連結会計年度及び当連結会計年度における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683百万円及び883百万円であり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

４　前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は

24,149百万円及び26,349百万円であり、その主なものは、当社における余資運用資金（現金及び預金）であり

ます。

５　事業区分の変更

    事業区分について、従来、「不動産投資アドバイザリー事業」、「アセットマネジメント事業」、「債権投資マ

ネジメント事業」の3事業区分としておりましたが、当社グループでの自己勘定による不動産投資事業への投

資が増加していることを踏まえ、各事業の実態及び収益構造をより適切に表示するため、当連結会計年度よ

り、「不動産投資アドバイザリー事業」、「不動産投資事業」、「アセットマネジメント事業」、「債権投資マ

ネジメント事業」の4事業区分に変更しております。

    この結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比べ、不動産投資アドバイザリー事業の営業収益は

125,710百万円、営業利益は20,953百万円減少しており、不動産投資事業については、営業収益は127,034百万

円、営業利益は22,277百万円増加しております。

なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は下記のとおりであります。

（単位：百万円）
不動産投資
アドバイザリ
ー事業

アセット
マネジメント
事業

債権投資
マネジメント
事業

計
　

消去
又は全社

連結
　

Ⅰ　営業収益及び営業損益

　(1) 外部顧客に対する
　　　営業収益

131,549 4,707 1,768 138,025 － 138,025

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

－ 3,183 － 3,183( 3,183) －

計 131,549 7,891 1,768 141,208( 3,183)138,025

　　営業費用 106,334 2,465 662 109,462( 2,300)107,162

　　営業利益 25,214 5,425 1,105 31,746 ( 883) 30,863

Ⅱ　資産、減価償却費及び
　　資本的支出

　　資産 283,93217,456 11,152312,54025,968338,509

　　減価償却費 5 22 5 33 4 37

　　資本的支出 17 79 5 103 13 116

６　(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)に記載の通り、当連結会計年度より、販売用不動産

の売却時の会計処理について、売却時に売却収入と売却原価を相殺した売却損益の純額を「営業収益」に計

上する方法から、売却収入を「営業収益」に、売却原価を「営業原価」に計上する方法に変更いたしました。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、不動産投資事業について、営業収益及び営業費用は、

93,965百万円多く計上されておりますが、営業利益に与える影響はありません。

７　(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)に記載の通り、前連結会計年度より、「役員 賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第4号）を適用しております。この

変更に伴い、前連結会計年度は、従来の方法によった場合と比較して、不動産投資アドバイザリー事業につい

ては、営業利益は35百万円、アセットマネジメント事業については、156百万円、債権投資マネジメント事業に

ついては、28百万円、消去又は全社については50百万円、多く計上されております。

    また、前連結会計年度より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成18年9月8日　実務対応報告第20号）を適用しております。この変更に伴い、前

連結会計年度は、従来の方法によった場合と比較して、不動産投資アドバイザリー事業については、営業収益

は2,338百万円、営業利益は530百万円、多く計上されており、アセットマネジメント事業については、外部顧客

に対する営業収益は145百万円少なく、セグメント間の内部営業収益は同額、多く計上されております。

8　 連結子会社の一部は、匿名組合の営業者としての業務を受託しております。匿名組合の財産は、営業者に帰属す

るため、当該匿名組合にかかわる、営業収益、営業費用は連結財務諸表に含めて表示され、匿名組合員への損益

の分配は匿名組合損益分配前税金等調整前(当期)純利益の直後で、匿名組合損益分配額として表示されてお

ります。 

    なお、前連結会計年度、及び当連結会計年度における事業の種類別セグメント別の匿名組合損益分配額は以下

のとおりであります。

　
前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

（単位：百万円）
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不動産投資
アドバイザリ
ー事業

アセット
マネジメント
事業

債権投資
マネジメント
事業

計
　

消去
又は全社

連結
　

　匿名組合損益分配額 443 － 30 474 － 474

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

（単位：百万円）

不動産投資
アドバイザリ
ー事業

アセット
マネジメント
事業

債権投資
マネジメント
事業

計
　

消去
又は全社

連結
　

　匿名組合損益分配額 23 － 66 90 － 90

　

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、全セグメントの売上高合計及び全セグメントの資

産の合計額に占める日本の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前連結会計年度及び当連結会計年度において海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であ

るため、記載を省略しております。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)
　

該当事項はありません。

　

　

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)
　

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 130,380円08銭 95,872円59銭

１株当たり当期純利益金額 31,750円48銭 24,833円95銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

30,625円34銭 22,375円29銭

　当社は、平成19年7月1日付で普通株式
1株に対し普通株式2株の割合で株式分
割を行いました。
　前期首に当該株式分割が行われたと
仮定した場合における前連結会計年度
の（1株当たり情報）の各数値は以下
の通りであります。

1株当たり純資産額 65,190円04銭

1株当たり当期純利益 15,875円24銭

潜在株式調整後1株当

たり当期純利益
15,312円67銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

前連結会計年度末
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度末
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百
万円）

39,794 80,488

普通株式に係る純資産額（百万円） 37,210 60,836

差額の主な内訳（百万円）
　少数株主持分 2,583 19,652

普通株式の発行済株式数（株） 285,489 635,140

普通株式の自己株式数（株） 87 587

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数（株）

285,402 634,553
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２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 9,015 14,662

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
（百万円）

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,015 14,662

普通株式の期中平均株式数（株） 283,953 590,412

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） 10,432 64,876

（うち新株予約権に係る増加数） (8,226) (10,652)

（うち転換社債型新株予約権付社債に係る
増加数）

(2,206) (54,224)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

1株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

平成18年新株予約権（ストックオ

プション）110株については、希薄

化効果を有していないため、潜在

株式調整後1株当たり当期純利益

の算定に含めておりません。

　

平成18年新株予約権（ストックオプ

ション）220株については、希薄化効果

を有していないため、潜在株式調整後1

株当たり当期純利益の算定に含めてお

りません。
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　匿名組合出資金の取得による子会社化

　（ケイダブリューシー・フォース及びケイダブリューオー・

フォース）

　平成19年2月5日開催の当社取締役会において、有限会社ケ

イダブリューシー・フォースを営業者とする匿名組合の出

資持分の一部を当社グループが取得することを決議いたし

ました。有限会社ケイダブリューシー・フォースは有限会

社ケイダブリューオー・フォースへ匿名組合出資してお

り、いずれの会社に対しても、当社は議決権を有していない

ものの、匿名組合全体に占める当社グループの出資比率が

過半を超えることとなり、実質的に当社が支配していると

認められることから、両社を営業者とする匿名組合を、当社

グループの連結子会社とすることとなりました。

　

(1) 子会社化する匿名組合の概要

匿名組合ケイダブリューシー・フォースの概要

①名称 匿名組合ケイダブリューシー・

フォース

②代表者 粕谷　直人（営業者の代表者）

③所在地 東京都港区新橋二丁目２番９号（営

業者の所在地）

④組成年月日 平成16年９月10日

⑤事業の内容 不動産投資のための匿名組合出資

（有限会社ケイダブリューオー・

フォースへ匿名組合出資）

⑥決算期 10月31日

⑦最近事業年度における業績

総資産 10,236百万円

負債合計 7

純資産 10,228

営業収益 869

経常利益 835

当期純利益 835

　

　

　

（資産の取得及び譲渡）

平成20年2月1日付で組成された匿名組合KRF20（連結子会

社）が、ケネディクス不動産投資法人から同日付で住宅23

物件を取得し、連結子会社である匿名組合ケイダブリュー

オー・フォース他３社が、同投資法人へ同日付でオフィス

ビル９物件を譲渡しております。本取引の概要は以下の通

りであります。

(1) 取得及び譲渡の理由

ケネディクス不動産投資法人がオフィスビルへの重点投資

を進めている一方、当社グループは住宅物件で構成される

ファンドの組成を推進していることから、売買契約の締結

に至ったものです。

(2) 取得及び譲渡の相手会社の名称

ケネディクス不動産投資法人

(3) 取得資産の種類及び用途

住宅を信託財産とする信託受益権

(4) 譲渡資産の種類及び用途 

オフィスビル3物件及びオフィスビルを信託財産とする信

託受益権6物件

(5) 取得及び譲渡の時期

平成20年２月１日

(6) 取得価格

レガーロ御茶ノ水Ⅰ・Ⅱ（取得価格3,670百万円）、ストー

リア白金（取得価格3,370百万円）、トレディカーサ南青山

（取得価格2,680百万円）、芦屋ロイヤルホームズ（取得価

格2,420百万円）、レガーロ芝公園（取得価格2,280百万

円）、レガーロ茨木Ⅰ・Ⅱ（取得価格1,620百万円）、コー

ト日本橋箱崎（取得価格1,220百万円）、コート西新宿（取

得価格1,160百万円）、コレクション東桜（取得価格1,150

百万円）、並びに茅ヶ崎ソシエ弐番館（取得価格1,140百万

円）他13件、合計23物件で総額31,490百万円

(7) 譲渡価格

飛栄九段北ビル（譲渡価格7,600百万円）、KDX博多南ビル

（譲渡価格4,900百万円）、KDX新横浜381ビル（譲渡価格

4,700百万円）並びにKDX川崎駅前本町ビル（譲渡価格

3,760百万円）他５物件、合計９物件で総額31,980百万円
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前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

匿名組合ケイダブリューオー・フォースの概要

①名称 匿名組合ケイダブリューオー・

フォース

②代表者 粕谷　直人（営業者の代表者）

③所在地 東京都港区新橋二丁目２番９号

（営業者の所在地）

④組成年月日 平成16年９月16日

⑤事業の内容 不動産の保有・賃貸

（11物件の不動産信託受益権を保有

し、損益を匿名組合出資者へ分配）

⑥決算期 10月31日

⑦最近事業年度における業績

総資産 32,165百万円

負債合計 21,969

純資産 10,196

営業収益 2,649

経常利益 869

当期純利益 869

　

(2) 匿名組合出資金の取得概要

①相手先 日本トラスティ・サービス信託銀行

㈱他2名

②取得価額 11,890百万円

③出資比率 95.0％

④取得年月日 平成19年2月6日

　

(3) 取得資金の調達方法

取得資金については、金融機関からの借入等により調達い

たしました。
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前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　（シャテルドン・インベスターズ・ワン及びシャテルドン・

インベスターズ・ツー）

　平成19年2月27日開催の当社取締役会において、シャテル

ドン・インベスターズ・ツー有限会社を営業者とする匿名

組合の出資持分の一部を当社グループが取得することを決

議いたしました。シャテルドン・インベスターズ・ツー有

限会社はシャテルドン・インベスターズ・ワン有限会社へ

匿名組合出資しており、いずれの会社に対しても、当社は議

決権を有していないものの、匿名組合全体に占める当社グ

ループの出資比率が過半を超えることとなり、実質的に当

社が支配していると認められることから、両社を営業者と

する匿名組合を、当社グループの連結子会社とすることと

なりました。

　

(1) 子会社化する匿名組合の概要

匿名組合シャテルドン・インベスターズ・ツーの概要

①名称 匿名組合シャテルドン・インベス

ターズ・ツー

②代表者 田中　稔（営業者の代表者）

③所在地 東京都中央区八重洲一丁目4番22号

（営業者の所在地）

④組成年月日 平成18年2月10日

⑤事業の内容 不動産投資のための匿名組合出資

（シャテルドン・インベスターズ・

ワン有限会社へ匿名組合出資）

⑥決算期 2月末、8月末（年2回決算）

⑦最近事業年度における業績

（平成18年8月期）

総資産 9,334百万円

負債合計 65

純資産 9,269

営業収益 181

経常利益 141

当期純利益 141

　（注）6ヶ月決算であります。
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前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

匿名組合シャテルドン・インベスターズ・ワンの概要

①名称 匿名組合シャテルドン・インベス

ターズ・ワン

②代表者 田中　稔（営業者の代表者）

③所在地 東京都中央区八重洲一丁目4番22号

（営業者の所在地）

④組成年月日 平成18年2月10日

⑤事業の内容 不動産の保有・賃貸

（不動産信託受益権を保有し、損益

を匿名組合出資者へ分配）

⑥決算期 2月末、8月末（年2回決算）

⑦最近事業年度における業績

（平成18年8月期）

総資産 27,748百万円

負債合計 18,792

純資産 8,956

営業収益 935

経常利益 241

当期純利益 181

　（注）6ヶ月決算であります。

　

(2) 匿名組合出資金の取得概要

①相手先 楽天アセットマネジメント㈱他2名

②取得価額 7,200百万円

③出資比率 66.5％

④取得年月日 平成19年3月6日

　

(3) 取得資金の調達方法

取得資金については、自己資金等により調達いたしました。
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前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

２　平成19年2月13日開催の当社取締役会において株式分割によ

る新株式の発行を行う旨の決議をしております。

(1) 株式分割の目的

　当社株式の流動性向上を図るとともに、1株当たりの投資

金額を引き下げ、個人投資家層の拡大を目的とするもので

あります。

(2) 株式分割の概要

　①分割により増加する株式数

　普通株式とし、平成19年6月30日最終の発行済株式総数に1

を乗じた株式数

　②分割方法

　平成19年6月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された株主の所有株式数を1株につき2株の割合を

持って分割する。

　③配当起算日

　　平成19年１月１日

(3) １株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額

50,407円72銭

１株当たり純資産額

65,190円04銭

１株当たり当期純利益金額

9,163円40銭

１株当たり当期純利益金額

15,875円24銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

8,867円46銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

15,312円67銭
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

ケネディクス株式会社
第3回無担保社
債

平成16年
3月31日

200
120

(　　80)
0.59なし

平成21年
3月31日

ケネディクス株式会社
第4回無担保社
債

平成16年
3月31日

1,000 1,0000.94なし
平成21年
3月31日

ケネディクス株式会社
第5回無担保社
債

平成16年
7月26日

300 300 1.41なし
平成21年
7月24日

ケネディクス株式会社
第6回無担保社
債

平成16年
7月26日

120
80

(　　40)
0.99なし

平成21年
7月24日

ケネディクス株式会社
第7回無担保社
債

平成17年2
月16日

350
250

(　 100)
0.99なし

平成22年
2月16日

ケネディクス株式会社
第8回無担保社
債

平成17年2
月28日

700
500

(　 200)
 0.66なし

平成22年
2月26日

ケネディクス株式会社
第9回無担保社
債

平成17年2
月28日

700
500

(　 200)
 0.66なし

平成22年
2月26日

ケネディクス株式会社
第10回無担保社
債

平成17年3
月15日

350
250

(　 100)
1.06なし

平成22年
3月15日

ケネディクス株式会社
第11回無担保社
債

平成17年7
月15日

320 320 0.83なし
平成22年
6月30日

ケネディクス株式会社
第12回無担保社
債

平成17年
7月15日

800
600

(　 200)
 0.63なし

平成22年
6月30日

ケネディクス株式会社
第13回無担保社
債

平成17年
7月15日

664
498

(　 166)
 0.80なし

平成22年
6月25日

ケネディクス株式会社
第14回無担保社
債

平成17年12
月26日

800
600

(　 200)
0.97なし

平成22年
12月24日

ケネディクス株式会社
第15回無担保社
債

平成17年12
月29日

250
150

(   150)
0.58なし

平成20年
12月29日

ケネディクス株式会社
第16回無担保社
債

平成18年3
月22日

1,350
1050

（　 300)
1.22なし

平成23年
3月22日

ケネディクス株式会社
第17回無担保社
債

平成18年4
月28日

1,500
1200

(　 300)
1.49なし

平成23年
4月25日

ケネディクス株式会社
第18回無担保社
債

平成18年4
月28日

500
400

(　 100)
0.72なし

平成23年
4月25日

ケネディクス株式会社
第19回無担保社
債

平成18年8
月25日

1,000
800

(　 200)
1.48なし

平成23年
8月25日

ケネディクス株式会社
第20回無担保社
債

平成18年9
月11日

1,000
800

(　 200)
1.65なし

平成23年
9月9日

ケネディクス株式会社
第21回無担保社
債

平成18年9
月29日

1,000
800

(　 200)
1.62なし

平成23年
9月29日

ケネディクス株式会社
第22回無担保社
債

平成18年12
月28日

300
201

(　　99)
1.17なし

平成21年
12月28日

ケネディクス株式会社
第23回無担保社
債

平成19年3
月26日

―
900

(　 200)
1.67なし

平成24年3月
23日

ケネディクス株式会社
第24回無担保社
債

平成19年3
月28日

―
1,800
(　 400)

1.37なし
平成24年3月
26日

ケネディクス株式会社

平成23年満期
ユーロ円建転換
社債型新株予約
権付社債

平成18年11
月28日

20,000 20,000― なし
平成23年
12月15日

ケネディクス株式会社
第1回無担保公
募社債

平成19年　　
11月9日

― 15,0002.09なし
平成22年11
月9日

パシフィック債権回収株式
会社

第1回無担保社
債

平成18年3
月15日

100 100 1.83なし
平成21年
3月13日

ケーエムエックスワン特定
目的会社

第1回一般担保
付特定社債

平成18年3
月30日

― 1,3162.84あり
平成21年3月
30日

平野町特定目的会社
第1回一般担保
付特定社債

平成18年9
月29日

― 910 2.42あり
平成21年
9月30日

ジャパンエステードファン
ド特定目的会社

第1回一般担保
付特定社債

平成18年10
月27日

― 100 3.24あり
平成22年
5月20日

合計 ― ― 33,304
50,545
(3,435)　

― ― ―

(注) １　「当期末残高」欄の内書は、1年内償還予定の金額であります。

２　新株予約権付社債の内容

発行すべき株式
の内容

新株予約
権の発行
価額

株式の発行
価格
(円)

発行価額の
総額
(百万円)

新株予約権の
行使により発
行した株式の
発行価額の総
額(百万円)

新株予約権
の付与割合
(％)

新株予約権の
行使期間

代用払込に
関する事項
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ケネディクス㈱

普通株式
無償 368,83820,000 ― 100

自　平成19年
１月５日

至　平成23年
12月１日

(注)

　　(注) 新株予約権の行使に際し、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

３　連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

　

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

3,435 6,874 18,186 21,750 300
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【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 35,900 60,720 1.996 ―

１年内返済予定長期借入金 15,259 17,312 2.033 ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

22,166 103,691 2.167平成21年～平成25年

合計 73,326 181,724 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

あります。

　

区分
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 57,083 37,649 702 4,285

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２　【財務諸表等】
　(1)　【財務諸表】
　①　【貸借対照表】

　
前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

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 22,872 23,308

　２　営業未収入金 689 704

　３　販売用不動産出資金 ※４ 56,899 98,336

　４　買取債権 ※２ 19 13

　５　前渡金 1,248 1,588

　６　前払費用 101 92

　７　繰延税金資産 336 1,772

　８　短期貸付金 ― 3,928

　９　関係会社短期貸付金 1,517 785

　10　その他 341 345

　11　貸倒引当金 △0 ―

　　　流動資産合計 84,02676.1 130,87472.9

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物附属設備 85 103

　　　　減価償却累計額 20 65 28 74

　　(2) 器具及び備品 71 93

　　　　減価償却累計額 34 37 39 54

　　　有形固定資産合計 102 0.1 128 0.1

　２　無形固定資産

　　(1) ソフトウェア 6 21

　　(2) その他 0 0

　　　無形固定資産合計 7 0.0 22 0.0

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 9,315 10,116

　　(2) 関係会社株式 2,416 12,146

　　(3) その他の関係会社
　　　　有価証券

※３ 9,486 12,740

　　(4) 出資金 204 175

　　(5) 関係会社出資金 ※１ 2,789 ―

　　(6) 関係会社長期貸付金 ※１ 1,261 12,446

　　(7) 長期前払費用 1 ―

　　(8) その他 766 779

　　　投資その他の資産合計 26,24223.8 48,40527.0

　　　固定資産合計 26,35223.9 48,55627.1

　　　資産合計 110,378100.0 179,431100.0
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　 前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

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　営業未払金 14 6

　２　短期借入金 ※５ 27,311 37,022

　３　コマーシャルペーパー ― 6,000

　４　１年内返済予定長期借入
　　　 金

4,160 3,697

　５　１年内償還予定社債 2,785 3,435

　６　未払金 38 52

　７　未払費用 157 386

　８　未払法人税等 4,257 7,107

　９　未払消費税等 ― 112

　10　預り金 208 202

　11　役員賞与引当金 270 430

　12　その他 12 8

　　　流動負債合計 39,21535.5 58,46132.6

Ⅱ　固定負債

　１　社債 30,419 44,684

　２　長期借入金 5,050 17,970

　３　繰延税金負債 291 314

　４　退職給付引当金 13 17

　５　役員退職慰労引当金 164 ―

　６　その他 117 303

　　　固定負債合計 36,05532.7 63,28935.3

　　　負債合計 75,27168.2 121,75067.9

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 9,6488.7 14,5468.1

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 9,907 14,805

　　　　資本剰余金合計 9,9079.0 14,8058.3

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 15,008 27,503

　　　　利益剰余金合計 15,00813.6 27,50315.3

　　　株主資本合計 34,56431.3 56,85531.7

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額　　　　
　　　　
       金

654 0.6 752 0.4

　２　繰延ヘッジ損益 △111△0.1 72 0.0

　　　評価・換算差額等合計 542 0.5 825 0.4

　　　純資産合計 35,10631.8 57,68032.1

　　　負債純資産合計 110,378100.0 179,431100.0
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②　【損益計算書】

　

前事業年度
(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益 ※１

　１　不動産投資
　　　アドバイザリー事業収益

14,213 3,649

　２　不動産投資事業収益 ― 18,747

　３　アセットマネジメント
　　　事業収益

3,357 4,108

　４　債権投資マネジメント
　　　事業収益

123 17,694100.0 169 26,674100.0

Ⅱ　営業原価

　１　不動産投資
　　　アドバイザリー事業原価

129 44

　２　アセットマネジメント
　　　事業原価

387 82

　３　債権投資マネジメント
　　　事業原価

36 553 3.1 5 132 0.5

　　　営業総利益 17,14196.9 26,54299.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　役員報酬 180 207

　２　給料及び賞与 1,055 1,139

　３　役員賞与引当金繰入額 270 430

　４　退職給付引当金繰入額 8 8

　５　役員退職慰労引当金繰入
　　　 額

24 103

　６　支払手数料 235 668

　７　賃借料 105 133

　８　減価償却費 19 22

　９　租税公課 135 217

　10　その他 405 2,43913.8 504 3,43512.9

　　　営業利益 14,70183.1 23,10686.6

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 ※１ 95 453

　２　受取配当金 ※１ 708 1,522

　３　その他 35 838 4.7 17 1,9937.5

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 604 1,391

　２　社債利息 67 213

　３　為替差損 ― 195

　４　株式交付費 2 56

　５　社債発行費 279 173

　６　支払手数料 ※２ 684 1,118

　７　その他 131 1,76910.0 265 3,41312.8

　　　経常利益 13,76977.8 21,68681.3
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　 前事業年度
(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　投資有価証券売却益 20 ―

　２　関係会社株式売却益 ― 20 0.1 160 160 0.6

　　　税引前当期純利益 13,79077.9 21,84681.9

　　　法人税、住民税及び事業
       税

5,621 10,100

　　　法人税等調整額 △135 5,48631.0 △1,606 8,49431.8

　　　当期純利益 8,30346.9 13,35250.1
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営業原価明細書

ａ　不動産投資アドバイザリー事業原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

業務委託費 (※) 129100.0 44 100.0

不動産投資アドバイザリー事業原価 129100.0 44 100.0

(※)　不動産に係る投資案件の調査、評価を他社に委託した費用等を不動産投資アドバイザリー事業原価としておりま

す。

　

ｂ　アセットマネジメント事業原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

業務委託費 (※) 387100.0 82 100.0

アセットマネジメント事業原価 387100.0 82 100.0

(※)　不動産の清掃及び警備等の管理業務を他社に委託した費用等をアセットマネジメント事業原価としております。

　

c　債権投資マネジメント事業原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

業務委託費 (※) 36 100.0 5 100.0

債権投資マネジメント事業原価 36 100.0
5
 

100.0

(※)　不動産関連債権に係る投資案件の調査、評価及び債権の回収管理を他社に委託した費用等を債権投資マネジメン

ト事業原価としております。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12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
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高(百万円) 9,507 9,766 9,766 7,153 7,153 26,427

事業年度中の変動額

　新株の発行 140 140 140 ― ― 281

　剰余金の配当 ― ― ― △352 △352 △352

　役員賞与 ― ― ― △96 △96 △96

　当期純利益 ― ― ― 8,303 8,303 8,303

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額
　(純額)

― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
(百万円)

140 140 140 7,854 7,854 8,136

平成18年12月31日残高(百万円) 9,648 9,907 9,907 15,00815,00834,564

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(百万円) 734 ― 734 27,162

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― ― ― 281

　剰余金の配当 ― ― ― △352

　役員賞与 ― ― ― △96

　当期純利益 ― ― ― 8,303

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額
　(純額)

△79 △111 △191 △191

事業年度中の変動額合計
(百万円)

△79 △111 △191 7,944

平成18年12月31日残高(百万円) 654 △111 542 35,106
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当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12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
資本準備金 資本剰余金合計

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12月31日残高(百万円) 9,648 9,907 9,907 15,00815,00834,564

事業年度中の変動額

　新株の発行 4,897 4,897 4,897 ― ― 9,795

　剰余金の配当 ― ― ― △856 △856 △856

　当期純利益 ― ― ― 13,35213,35213,352

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額
　(純額)

― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
(百万円)

4,897 4,897 4,897 12,49512,49522,290

平成19年12月31日残高(百万円) 14,54614,805 14,80527,50327,50356,855

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(百万円) 654 △111 542 35,106

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― ― ― 9,795

　剰余金の配当 ― ― ― △856

　当期純利益 ― ― ― 13,352

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額
　(純額)

98 184 282 282

事業年度中の変動額合計
(百万円)

98 184 282 22,573

平成19年12月31日残高(百万円) 752 72 825 57,680
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法
その他有価証券
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）

子会社株式及び関連会社株式
同左

その他有価証券
　時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

ただし匿名組合出資金は個別法によって

おり、詳細は「9(2)　匿名組合出資金の会

計処理」に記載しております。

時価のないもの
同左

２　デリバティブの評価基準及び評価
方法

デリバティブ
　時価法

デリバティブ
同左

３　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
　　定額法
　　なお、主な耐用年数は以下の通りです。
　　建物附属設備　　10年～15年
　　器具及び備品　　 6年

(1) 有形固定資産
同左

(2) 無形固定資産
　　ソフトウェア
　　自社利用のソフトウェアについては５年間
で均等償却しております。

(2) 無形固定資産
ソフトウェア

　　自社利用ソフトウェアについては利用可能
期間（5年）に基づく定額法。

(3) 長期前払費用
　　均等償却

(3) 長期前払費用
同左

４　繰延資産の処理方法 株式交付費
　支出時に全額費用処理しております。

株式交付費
同左

社債発行費
支出時に全額費用処理しております。

社債発行費
同左

５　外貨建の資産及び負債の本邦通貨
への換算基準

外貨建金銭債権債務については、決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、為替差
額は損益として処理しております。

同左

６　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については、貸倒実績率により、買取
債権及び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。

(1) 貸倒引当金
　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については、貸倒実績率により、買取
債権及び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
能見込額を計上することとしております。

(2) 役員賞与引当金
　　役員に対する賞与支給に充てるため、支給見
込額の当事業年度負担額を計上しており
ます。

(2) 役員賞与引当金
同左

　　

(3) 退職給付引当金
　　従業員の退職給付に備えるため、当期末の退
職給付債務の見込額に基づき計上してお
ります。

　

(3) 退職給付引当金
同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(4) 役員退職慰労引当金

────────

　　（追加情報）

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ましたが、役員退職慰労金制度を廃止し、

平成19年3月27日開催の定時株主総会にお

いて、役員退職慰労金の打ち切り支給を決

議しました。これにより、役員退職慰労引

当金残高を全額取り崩し、打ち切り支給額

に対する未払分については固定負債の

「その他」に含めて表示しております。

７　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

８　ヘッジ会計の方法 (1) 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、金利スワップの特例処理の対象とな

る取引については、特例処理を適用してお

ります。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引、外貨建金銭債務、通貨

スワップ、為替予約

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…借入金、在外子会社等に対する投資への持

分

ヘッジ対象…借入金、在外子会社等に対する投資への持

分、外貨建金銭債権

(3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規定等を

定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係

る為替相場変動リスク及び金利変動リス

クを一定の範囲内でヘッジしております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それ
ぞれの相場変動又はキャッシュ・フロー
総額の変動額を比較し、両者の変動額を基
準にして検証しておりますが、ヘッジ手段
とヘッジ対象に関する重要な条件が同一
であり、かつヘッジ開始時及びその後も継
続して、相場変動又はキャッシュ・フロー
変動を完全に相殺するものと想定するこ
とができる場合や、特例処理の適用が可能
なものについては、検証を省略しておりま
す。
  

(4) ヘッジ有効性評価の方法
同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

９　その他財務諸表作成のための重要

な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。ただし、資産

に係る控除対象外消費税等は発生事業年

度の期間費用としております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 匿名組合出資金の会計処理

当社は匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を流動資産の

「販売用不動産出資金」、投資その他の資

産の「投資有価証券」及び「その他の関

係会社有価証券」として計上しておりま

す。

匿名組合への出資時に当該資産科目を計

上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相

当額については、「営業収益」に計上する

とともに同額を当該資産科目に加減し、営

業者からの出資金の払い戻しについては、

当該資産科目を減額させております。

(2) 匿名組合出資金の会計処理

同左

(3) 買取債権の会計処理

　　買取債権の代金回収に際しては、個別債権毎

に回収代金を買取債権の取得価額より減

額し、個別債権毎の回収代金が取得価額を

超過した金額を純額で収益計上しており

ます。

(3) 買取債権の会計処理

同左

　

　

(会計方針の変更)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（役員賞与に関する会計基準）

役員賞与については、従来は株主総会決議による利益処分

により、未処分利益の減少として処理しておりましたが、

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第4号）を

適用し、役員賞与の支給見込額の当事業年度負担額を役員

賞与引当金として計上する方法に変更いたしました。

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が270百万円減少しております。

　

─────────
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前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月9日　企

業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会　

平成17年12月9日　企業会計基準適用指針第8号）、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年8月11日　企

業会計基準第1号）及び「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　

最終改正平成18年8月11日　企業会計基準適用指針第2号）

を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、35,218百万円で

あります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、改正後

の財務諸表等規則により作成しております。

　

─────────

（投資事業組合等への出資の会計処理）

当事業年度より、「投資事業組合に対する支配力基準及び

影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会　平成18年9月8日　実務対応報告第20号）を適

用しております。

これにより、当事業年度より当社の子会社に該当すること

となった匿名組合の出資持分503百万円を、投資その他の

資産の「その他の関係会社有価証券」に含めて計上する

方法から、流動資産の「販売用不動産出資金」に含めて計

上する方法へと変更しております。

また、当事業年度より当社の関連会社に該当することと

なった匿名組合出資金の出資持分2,385百万円を、投資そ

の他の資産の「投資有価証券」に含めて計上する方法か

ら、投資その他の資産の「その他の関係会社有価証券」に

含めて計上する方法へと変更しております。
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(表示方法の変更)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（貸借対照表）

当事業年度において、会社法及び会社法の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律が施行され、旧有限会社法に規

定する有限会社に対する出資持分が有価証券とみなされ

ることとなったことから、前事業年度まで投資その他の資

産の「出資金」に含めて表示しておりました有限会社に

対する出資持分は、当事業年度より投資その他の資産の

「投資有価証券」として表示しております。

なお、当事業年度末の「関係会社株式」に含めた特例有限

会社に対する出資持分は255百万円であります。

　　

　

（貸借対照表）

前事業年度において流動資産「その他」に含めて表示して

おりました「短期貸付金」（前事業年度90百万円）は、総

資産額の100分の1を超えたため、当事業年度においては区

分掲記することとしました。

また、前事業年度において独立掲記しておりました「長期

前払費用」（当事業年度1百万円）は、金額が僅少となった

ため、当事業年度においては投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31日)

※１　担保提供資産及び対応債務

　　　(1) 担保提供資産

関係会社長期貸付金384百万円及び関係会社出資金33百万

円を当該関係会社の借入金17,630百万円の担保に供してお

ります。

※１　担保提供資産及び対応債務

　　　(1) 担保提供資産

関係会社長期貸付金893百万円及び関係会社株式2,113百万

円を当該関係会社の借入金

32,253百万円の担保に供しております。

※２　貸借対照表に計上されている買取債権のうち、19百万円は、

金融機関等が所有していた原債務者に対する貸付金をパー

ティシペーション方式により当社が購入したものでありま

す。

※２　貸借対照表に計上されている買取債権のうち、　13百万円

は、金融機関等が所有していた原債務者に対する貸付金を

パーティシペーション方式により当社が購入したものであ

ります。

※３　当社の関係会社を営業者とする匿名組合に対する出資金で

あります。

※３　　　　　　　　　　同左

※４　自己勘定投資物件取得のために組成した、当社の子会社を

営業者とする匿名組合への出資金であります。なお、この中

には証券取引法上の有価証券に該当するものが51,871百万

円含まれております。

※４　自己勘定投資物件取得のために組成した、当社の子会社を

営業者とする匿名組合への出資金であります。なお、この中

には金融商品取引法上の有価証券に該当するものが57,860

百万円含まれております。

※５　取引銀行との間に当座貸越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しており、当該契約に基づく当期末借入未

実行残高は次のとおりであります。

　　(1) 当座貸越契約

当座貸越契約の総額 3,080百万円

借入実行残高 410百万円

差引額 2,670百万円

※５　取引銀行との間に当座貸越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しており、当該契約に基づく当期末借入未

実行残高は次のとおりであります。

　　(1) 当座貸越契約

当座貸越契約の総額 3,430百万円

借入実行残高 2,200百万円

差引額 1,230百万円

　　(2) 貸出コミットメントライン契約

貸出コミットメントの総額 56,700百万円

借入実行残高 26,511百万円

差引額 30,189百万円

　　(2) 貸出コミットメントライン契約

貸出コミットメントの総額 74,600百万円

借入実行残高 27,912百万円

差引額 46,687百万円

　６　偶発債務

　　　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次の通り債務

保証を行っております。

㈲KRF1 1,500百万円

㈲プラチナホールディングス 1,400百万円

㈲ケイダブリュー・プロパティ・セ

ブン
1,400百万円

㈲ケイダブリュー・プロパティ・

フォー
1,350百万円

㈲京都烏丸ホールディングス 1,040百万円

　６　偶発債務

　　　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次の通り債務

保証を行っております。

㈲KRF6 2,000百万円

ケネディクス・デベロップメント㈱ 950百万円

㈲ロック・ビー 1,553百万円

㈲京都烏丸ホールディングス 685百万円
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　 前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

　７　停止条件付債権売付契約

当社は、一定条件に該当した場合に、他社が組成したファン

ドのメザニンローン債権を取得する内容の停止条件付債権

売付契約を締結しております。本契約により、当社は契約締

結対価として手数料収入を得る一方で、金融機関のプット

オプションの行使により、メザニンローンを取得する義務

を負いますが、これにより担保不動産に係る売却指図権を

得ることになり、担保不動産の処分により債権を回収する

以外に、当社または当社が組成するファンドにおいて、対象

不動産を取得することが可能となります。

当社が、当事業年度末現在、締結している停止条件付債権売

付契約における対象債権金額は8,000百万円であります。

　７　停止条件付債権売付契約

当社は、一定条件に該当した場合に、他社が組成したファン

ドのメザニンローン債権を取得する内容の停止条件付債権

売付契約を締結しております。本契約により、当社は契約締

結対価として手数料収入を得る一方で、金融機関のプット

オプションの行使により、メザニンローンを取得する義務

を負いますが、これにより担保不動産に係る売却指図権を

得ることになり、担保不動産の処分により債権を回収する

以外に、当社または当社が組成するファンドにおいて、対象

不動産を取得することが可能となります。

当社が、当事業年度末現在、締結している停止条件付債権売

付契約における対象債権金額は16,567百万円であります。

　

　

(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　関係会社との取引

　営業収益 13,539百万円

　受取利息 88百万円

　受取配当金 654百万円

※１　関係会社との取引

　営業収益 23,881百万円

　営業原価 27百万円

　販売費及び一般管理費 372百万円

　受取利息 355百万円

　受取配当金 1,510百万円

　支払利息 73百万円

※２　営業外費用に計上されている「支払手数料」は、取引銀行と

の間に設定されたコミットメントラインにかかるアレンジ

メントフィー、エージェントフィーならびにコミットメン

トフィー等の手数料を計上しております。

※２　

同左

　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度(平成18年12月31日)

自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

　

当事業年度(平成19年12月31日)

自己株式に関する事項

　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

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・リース取引に係る注記

　

リース取引は重要性が低いため注記を省略しております。

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・リース取引に係る注記

　

同左

　

（有価証券関係）

前事業年度(平成18年12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。

　

当事業年度(平成19年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分 貸借対照表計上額
(百万円）

時価
(百万円）

差額
（百万円）

(1) 子会社株式 － － －

(2) 関連会社株式 7,520 6,378 △1,142

計 7,520 6,378 △1,142
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(1) 繰延税金資産（流動）

　未払事業税 331百万円

　支払手数料否認 4

　その他 0

繰延税金資産（流動）の合計 336百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(1) 繰延税金資産（流動）

　匿名組合分配損益 1,204百万円

　未払事業税 559

　支払手数料否認 7

　その他 0

繰延税金資産（流動）の合計 1,772百万円

(2) 繰延税金資産（固定）

　繰延ヘッジ損益 76百万円

　役員退職慰労引当金否認 66

　投資有価証券評価損否認 7

　その他 6

繰延税金資産（固定）小計 157

繰延税金負債（固定）との相殺 △157

繰延税金資産（固定）合計 ― 百万円

(2) 繰延税金資産（固定）

　役員退職慰労引当金否認 109百万円

　為替差益 83

　投資有価証券評価損否認 50

　その他 8

繰延税金資産（固定）小計 251

繰延税金負債（固定）との相殺 △251

繰延税金資産（固定）純額  ― 百万円

(3)繰延税金負債（固定）

　投資有価証券評価差額金　　 449百万円

繰延税金負債（固定）小計 449

繰延税金資産（固定）との相殺 △157

繰延税金負債（固定）合計 291百万円

(3)繰延税金負債（固定）

  投資有価証券評価差額金 516百万円

　繰延ヘッジ損益 49

繰延税金負債（固定）小計 566

繰延税金資産（固定）との相殺 △251

繰延税金負債（固定）純額 314百万円

　　 　　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳
　
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省

略しております。

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳
　

同左
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(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 122,971円01銭 90,814円88銭

１株当たり当期純利益金額 29,234円94銭 22,606円96銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

28,199円24銭 20,369円49銭

　当社は、平成19年7月1日付で普通株式
1株に対し普通株式2株の割合で株式分
割を行いました。 
　前期首に当該株式分割が行われたと
仮定した場合における前事業年度の
（1株当たり情報）の各数値は以下の
通りであります。

1株当たり純資産額 61,485円50銭

1株当たり当期純利益 14,617円47銭

潜在株式調整後1株当

たり当期純利益
14,099円62銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

前事業年度末
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度末
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円) 35,106 57,680

普通株式に係る純資産額（百万円) 35,106 57,680

普通株式の発行済株式数（株） 285,489 635,140

普通株式の自己株式数（株） ― ―

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数（株）
285,489 635,140
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２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円) 8,303 13,352

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
（百万円)

　

普通株主に帰属しない金額（百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円) 8,303 13,352

普通株式の期中平均株式数（株） 284,040 590,618

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円) ― ―

普通株式増加数（株） 10,432 64,876

（うち新株予約権に係る増加数） (8,226) (10,652)

（うち転換社債型新株予約権付社債に係る
増加数）

(2,206) (54,224)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

1株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

平成18年新株予約権（ストックオプ

ション）110株については、希薄化効

果を有していないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に

含めておりません。

　

平成18年新株予約権（ストックオプ

ション）220株については、希薄化効

果を有していないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に

含めておりません。
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　匿名組合出資金の取得による子会社化

　（ケイダブリューシー・フォース及びケイダブリューオー・

フォース）

　平成19年2月5日開催の当社取締役会において、有限会社ケ

イダブリューシー・フォースを営業者とする匿名組合の出

資持分の一部を当社が取得することを決議いたしました。

有限会社ケイダブリューシー・フォースは有限会社ケイダ

ブリューオー・フォースへ匿名組合出資しており、いずれ

の会社に対しても、当社は議決権を有していないものの、匿

名組合全体に占める当社の出資比率が過半を超えることと

なり、実質的に当社が支配していると認められることから、

両社を営業者とする匿名組合を、当社の連結子会社とする

こととなりました。

　

(1) 子会社化する匿名組合の概要

匿名組合ケイダブリューシー・フォースの概要

①名称 匿名組合ケイダブリューシー・

フォース

②代表者 粕谷　直人（営業者の代表者）

③所在地 東京都港区新橋二丁目２番９号（営

業者の所在地）

④組成年月日 平成16年９月10日

⑤事業の内容 不動産投資のための匿名組合出資

（有限会社ケイダブリューオー・

フォースへ匿名組合出資）

⑥決算期 10月31日

⑦最近事業年度における業績

総資産 10,236百万円

負債合計 7

純資産 10,228

営業収益 869

経常利益 835

当期純利益 835

　

　

──────────
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前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

匿名組合ケイダブリューオー・フォースの概要

①名称 匿名組合ケイダブリューオー・

フォース

②代表者 粕谷　直人（営業者の代表者）

③所在地 東京都港区新橋二丁目２番９号（営

業者の所在地）

④組成年月日 平成16年９月16日

⑤事業の内容 不動産の保有・賃貸

（11物件の不動産信託受益権を保有

し、損益を匿名組合出資者へ分配）

⑥決算期 10月31日

⑦最近事業年度における業績

総資産 32,165百万円

負債合計 21,969

純資産 10,196

営業収益 2,649

経常利益 869

当期純利益 869

　

(2) 匿名組合出資金の取得概要

①相手先 日本トラスティ・サービス信託銀行

㈱他2名

②取得価額 11,890百万円

③出資比率 95.0％

　

(3) 取得資金の調達方法

取得資金については、金融機関からの借入等により調達い

たしました。
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前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　（シャテルドン・インベスターズ・ワン及びシャテルドン・

インベスターズ・ツー）

　平成19年2月27日開催の当社取締役会において、シャテル

ドン・インベスターズ・ツー有限会社を営業者とする匿名

組合の出資持分の一部を当社グループが取得することを決

議いたしました。シャテルドン・インベスターズ・ツー有

限会社はシャテルドン・インベスターズ・ワン有限会社へ

匿名組合出資しており、いずれの会社に対しても、当社は議

決権を有していないものの、匿名組合全体に占める当社グ

ループの出資比率が過半を超えることとなり、実質的に当

社が支配していると認められることから、両社を営業者と

する匿名組合を、当社の連結子会社とすることとなりまし

た。

　

(1) 子会社化する匿名組合の概要

匿名組合シャテルドン・インベスターズ・ツーの概要

①名称 匿名組合シャテルドン・インベス

ターズ・ツー

②代表者 田中　稔（営業者の代表者）

③所在地 東京都中央区八重洲一丁目4番22号

（営業者の所在地）

④組成年月日 平成18年2月10日

⑤事業の内容 不動産投資のための匿名組合出資

（シャテルドン・インベスターズ・

ワン有限会社へ匿名組合出資）

⑥決算期 2月末、8月末（年2回決算）

⑦最近事業年度における業績

（平成18年8月期）

総資産 9,334百万円

負債合計 65

純資産 9,269

営業収益 181

経常利益 141

当期純利益 141

　（注）6ヶ月決算であります。
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前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

匿名組合シャテルドン・インベスターズ・ワンの概要

①名称 匿名組合シャテルドン・インベス

ターズ・ワン

②代表者 田中　稔（営業者の代表者）

③所在地 東京都中央区八重洲一丁目4番22号

（営業者の所在地）

④組成年月日 平成18年2月10日

⑤事業の内容 不動産の保有・賃貸

（不動産信託受益権を保有し、損益

を匿名組合出資者へ分配）

⑥決算期 2月末、8月末（年2回決算）

⑦最近事業年度における業績

（平成18年8月期）

総資産 27,748百万円

負債合計 18,792

純資産 8,956

営業収益 935

経常利益 241

当期純利益 181

　（注）6ヶ月決算であります。

　

(2) 匿名組合出資金の取得概要

①相手先 楽天アセットマネジメント㈱他2名

②取得価額 7,200百万円

③出資比率 66.5％

④取得年月日 平成19年3月6日

　

(3) 取得資金の調達方法

取得資金については、自己資金等により調達いたしました。
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前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

２　平成19年2月13日開催の当社取締役会において株式分割によ

る新株式の発行を行う旨の決議をしております。

(1) 株式分割の目的

　当社株式の流動性向上を図るとともに、1株当たりの投資

金額を引き下げ、個人投資家層の拡大を目的とするもので

あります。

(2) 株式分割の概要

　①分割により増加する株式数

　普通株式とし、平成19年6月30日最終の発行済株式総数に1

を乗じた株式数

　②分割方法

　平成19年6月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された株主の所有株式数を1株につき2株の割合を

持って分割する。

　③配当起算日

　　平成19年１月１日

(3) １株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額

47,929円00銭

１株当たり純資産額

61,485円50銭

１株当たり当期純利益金額

8,804円02銭

１株当たり当期純利益金額

14,617円47銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

8,519円68銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

14,099円62銭
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券
その他有
価証券

㈱テーオーシー 500,000 425

㈱ザイマックス 327 147

㈱ノエル 887 104

㈱ラルゴ・コーポレーション 420 77

日本駐車場開発㈱ 10,382 64

㈱クオリケーション 180 49

㈱レアルシエルト 3,000 45

㈱キッズシティージャパン 370 45

その他14銘柄 7,117 185

計 522,683 1,145

　

【その他】

種類及び銘柄
投資口数等
(口)

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券
その他有
価証券

　(匿名組合出資金)

合同会社ＫＤＸ8 － 1,214

その他(3銘柄） － 1,174

　(優先出資証券)

烏丸プロパティーズ特定目的会社 － 12

京都プロパティーズ特定目的会社 － 0

　(投資口)

ケネディクス不動産投資法人 7,850 5,856

日本ロジスティクスファンド不動産投資法人 560 452

　(その他)

Gateway Capital Real Estate Fund Ⅱ,L.P. － 160

ジャフコ・スーパーＶ3 － A号投資事業有限
責任組合

－ 100

計 8,410 8,971

　

EDINET提出書類

ケネディクス株式会社(E05235)

有価証券報告書

124/139



【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高(百万円)

有形固定資産

　建物附属設備 ― ― ― 103 28 8 74

　器具及び備品 ― ― ― 93 39 10 54

有形固定資産計 ― ― ― 196 68 19 128

無形固定資産

　ソフトウェア ― ― ― 30 9 3 21

　その他 ― ― ― 0 ― ― 0

無形固定資産計 ― ― ― 31 9 3 22

長期前払費用 ― ― ― 1 0 0 1

(注)１　有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及

び「当期減少額」の記載を省略しております。
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【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金　(注1) 0 ― ― 0 ―

役員賞与引当金 270 430 270 ― 430

役員退職慰労引当金　(注2) 164 103 ― 268 ―

 (注1)倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

　 (注2)役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」は、当社の役員退職慰労金の打ち切りによる固定負債「その他」

(長期未払金)への振替額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 0

預金

　当座預金 119

　普通預金 23,104

　別段預金 83

預金計 23,307

合計 23,308

　

ｂ　営業未収入金

イ　相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

ケネディクス不動産投資法人 101

㈲ケイダブリュープロパティセブン 85

㈲ケイアンドエフインベストメント 43

㈲ケイアンドビーインベストメント 35

(合)CKRF7 33

その他 403

合計 704

　

ロ　営業未収入金滞留状況

　

期首残高(百万円)
　
(Ａ)

当期発生高(百万円)
　
(Ｂ)

当期回収高(百万円)
　
(Ｃ)

当期末残高(百万円)
　
(Ｄ)

回収率(％)
　

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

689 8,942 8,928 704 92.69 28.45

(注)　上記金額には消費税等が含まれております。
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c　販売用不動産出資金

　

相手先 金額(百万円)

㈲KSLC 21,671

㈲KRF11 9,899

㈲シスタン・キャピタル 8,893

(合)KRF22 5,301

㈲KRF6 4,987

㈲KRF18 4,691

その他 42,889

合計 98,336

　

d　買取債権

　

原債権所有者 金額(百万円)

信販会社 2

地方銀行 9

その他 1

合計 13
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e　関係会社株式

　

会社名 金額(百万円)

（持分法適用会社株式）

㈱コマーシャル・アールイー 7,520

タッチストーン・キャピタル証券㈱ 770

シー・アンド・ケー㈱ 298

その他 237

小計 8,827

 (子会社株式 ）

20 Cannon Street Limited
2,097

パシフィック債権回収㈱
475

ケネディクス・リート・マネジメント㈱
322

その他
423

小計
3,319

合計
12,146
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ｆ　その他の関係会社有価証券

　

会社名 金額(百万円)

（匿名組合出資金）

㈲ケイダブリュー・プロパティー・スリー 2,912

パシフィック債権回収㈱ 2,320

㈲トレンチ 1,855

㈲ユキツバキインベストメント 669

(合)クレイスインベストメント 581

その他 225

小計 8,564

（特定目的会社優先出資金）

ジャパンエステートファンド特定目的会社 842

平野町特定目的会社 656

ケーエムエックスワン特定目的会社 373

PSI特定目的会社 154

小計 2,027

（その他)

Kenedix Westwood LLC 1,849

その他 299

小計 2,148

合計 12,740
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ｇ　関係会社長期貸付金

　

会社名 金額(百万円)

（長期貸付金)

ケネディクス・デベロップメント㈱ 9,010

ケイダブリュー・インベストメント㈲ 571

20 Cannon Street Limited 517

㈲MSH 450

その他 1,897

合計 12,446
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②　負債の部

a　営業未払金

　

相手先 金額(百万円)

㈱エム・エス・ビルサポート 5

その他 0

合計 6

　

b　借入金

　
　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 27,311 37,022 1.96 ―

１年内返済予定長期借入金 4,160 3,697 1.80 ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

5,050 17,970 2.12平成21年～平成24年

合計 36,521 58,689 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであり

ます。

　

区分
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 12,297 1,998 520 3,155

　

c　社債

　　　　　　　　　　　　　　48,119百万円

内訳は連結附属明細表　社債明細表に記載しております。

　

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券

剰余金の配当の基準日 ６月30日及び12月31日

１単元の株式数 ――

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社　本店

　　株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

公告掲載方法
電子公告。ただし、自己その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載する方法とします。
公告掲載URL (http://www.kenedix.com/jp/index.html) 

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1)
有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第12期)

自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

平成19年３月28日
関東財務局長に提出

(2)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項３号(特定子会社の異動）

平成19年８月１日
関東財務局長に提出

(3)
有価証券報告書の
訂正報告書

(1)の有価証券報告書に係る訂正報告書
平成19年８月１日
関東財務局長に提出

(4)
発行登録書及びそ
の添付書類

社債の募集に係る発行登録書
平成19年８月２日
関東財務局長に提出

(5)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項３号(特定子会社の異動）

平成19年８月13日
関東財務局長に提出

(6)
訂正発行登録書
(普通社債)

(4)の発行登録書に係る訂正登録書
平成19年８月13日
関東財務局長に提出

(7)
有価証券届出書及
びその添付書類

一般募集及び売出による増資
平成19年８月14日
関東財務局長に提出

(8)
有価証券届出書及
びその添付書類

第三者割当による増資
平成19年８月14日
関東財務局長に提出

(9)
有価証券届出書の
訂正届出書

(7)の有価証券届出書に係る訂正届出書
平成19年８月17日
関東財務局長に提出

(10)
有価証券届出書の
訂正届出書

(8)の有価証券届出書に係る訂正届出書
平成19年８月17日
関東財務局長に提出

(11)
有価証券届出書の
訂正届出書

(7)の有価証券届出書に係る訂正届出書
平成19年８月27日
関東財務局長に提出

(12)
有価証券届出書の
訂正届出書

(8)の有価証券届出書に係る訂正届出書
平成19年８月27日
関東財務局長に提出

(13)半期報告書
事業年度
(第13期中)

自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

平成19年９月13日
関東財務局長に提出

(14)
有価証券届出書の
訂正届出書

(8)の有価証券届出書に係る訂正届出書
平成19年９月13日
関東財務局長に提出

(15)
訂正発行登録書
(普通社債)

(4)の発行登録書に係る訂正登録書
平成19年９月13日
関東財務局長に提出

(16)
発行登録追補書類
及びその添付書類

社債の募集に係る発行登録追補書
平成19年11月２日
関東財務局長に提出

(17)
訂正発行登録書
(普通社債)

(4)の発行登録書に係る訂正登録書
平成19年11月２日
関東財務局長に提出

(18)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項３号(特定子会社の異動）

平成20年２月１日
関東財務局長に提出

(19)
訂正発行登録書
(普通社債)

(4)の発行登録書に係る訂正登録書
平成20年２月４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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独立監査人の監査報告書

　

平成19年３月28日

ケネディクス株式会社

　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 井上寅喜　㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 貞廣篤典　㊞

　

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

いるケネディクス株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び

連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ケネディクス株式会社及び連結子会社の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

追記情報

1.　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されているとおり、会社は当連結会計年度より役

員賞与に関する会計基準、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準、改定後の自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準及び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

取扱いが適用されることとなるため、これらの会計基準により連結財務諸表を作成している。

2.　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年２月５日及び平成19年２月27日開催の取締役会

において、匿名組合出資金の取得による子会社化を決議した。また、平成19年２月13日開催の取締役会におい

て、株式分割による新株式の発行を行う旨を決議した。

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

　

　
※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

平成20年３月21日

ケネディクス株式会社

　取締役会　御中

新 日 本 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 斉藤一昭　㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 原田昌平　㊞

　

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」

に掲げられているケネディクス株式会社の平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの連結会計

年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ケネディクス株式会社及び連結子会社の平成１９年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

追記情報

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に記載されているとおり、会社は販売用不動産の

売却時の会計処理を変更した。

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

　

　
※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

平成19年３月28日

ケネディクス株式会社

　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 井 上 寅 喜　㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 貞 廣 篤 典　㊞

　

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」に掲げられているケネディ

クス株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ケネディク

ス株式会社の平成18年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より役員賞与に関する会計基準、貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準、改定後の自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準及び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が適用されることとなるため、これらの会計基準により財務諸表を

作成している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年2月5日及び平成19年2月27日開催の取締役会において、匿名

組合出資金の取得による子会社化を決議した。また、平成19年2月13日開催の取締役会において、株式分割による新株式の

発行を行う旨を決議した。

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

　

　
※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

平成20年３月21日

ケネディクス株式会社

　取締役会　御中

新 日 本 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 斉藤一昭　㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 原田昌平　㊞

　

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

ているケネディクス株式会社の平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの第１３期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ケネディク

ス株式会社の平成１９年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　以　　上

　

　
※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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