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平成 18年９月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 

    平成 18年２月８日 
上場会社名 フィンテックグローバル株式会社 （コード番号：8789   東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.fgi.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 玉井信光 

       責任者役職・氏名 取締役管理部長 杉本 健 

ＴＥＬ：（03）5733―2121 

 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 
  連結：（新規）－社 （除外）－社  持分法：（新規）－社 （除外）－社 
④ 会計監査人の関与 ： 有 
   18年９月期第１四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会
社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意
見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成18年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成17年10月１日～平成17年12月31日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      

四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18年９月期第１四半期 1,036（695.8） 696（8,244.0） 672（8,061.7） 391（9,086.0） 

17年９月期第１四半期 130 （－） ８ （－） ８ （－） ４ （－） 

(参考)17年９月期  2,463 （－）  1,617 （－）  1,571 （－）   908 （－） 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

18年９月期第１四半期 1,905 83  1,694 90  

17年９月期第１四半期 69 99  －  

(参考)17年９月期 14,439 89  13,952 54  

(注) ①期中平均株式数  18年９月期第１四半期 205,618株  
             17年９月期第１四半期  60,950株 
             17年９月期       62,927株 
    当社は平成17年12月20日付けで１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、 

１株当たり四半期(当期)純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 
②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
③株式分割が前年期首に行われた場合の１株当たり四半期(当期)純利益を参考までに掲げる
と以下の通りであります。 

    18年９月期第１四半期 1,905円83銭 
    17年９月期第１四半期   23円33銭 
    17年９月期      4,813円25銭 

「経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報」 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、原油価格の高騰や金利上昇懸念等の
不安要因がありながらも、企業収益の改善による設備投資の増加、個人消費の持ち直し等により、
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徐々に景気回復への明るさが見えてきました。 
 このような状況の下、成長企業の証券化ニーズ増大の勢いは衰えず、当社グループは前期から本
格的に稼働した営業推進部及び大阪営業所が好調を維持し、主力のストラクチャードファイナンス
業務及びプリンシパルファイナンス業務におきましては、新規顧客の開拓と既存顧客のリピートが
順調に推移しました。 
一方、業務拡大に伴い、旺盛な資金需要を賄うため、当四半期において 18,500 百万円の転換社

債型新株予約権付社債の発行を行い、従来の信用補完アレンジメント業務から信用補完引受業務へ
とインフラ整備のための将来への布石とプリンシパルファイナンス業務への資金投入を実行しま
した。プリンシパルファイナンスにつきましては、投資残高が 16,253 百万円に増加し、金利収入
の増加に寄与しました。 
この結果、当四半期の連結業績は、売上高 1,036百万円（前年同期比 695.8％増）,経常利益 672

百万円（前年同期比 8,061.7％増）,四半期純利益 391 百万円（前年同期比 9,086.0％増）となりま
した。 

 
１ アレンジメント業務 
新規顧客の獲得は今期に入っても衰えることなく当四半期において５件獲得いたしました。また、

既存顧客のリピートも依然として好調な推移を辿り、当四半期におけるアレンジメント総額は
36,897 百万円となりアレンジメント業務売上は 829 百万円、売上総利益は 781 百万円(粗利率
94.3%)となりました。 

 
２ プリンシパルファイナンス業務 
当四半期におきまして、転換社債型新株予約権付社債の発行や信用度の向上による銀行借入額の

増加に伴い、新規実行額は 13,911 百万円、返済・売却・アービトラージが 3,022 百万円、当四半
期末の実行残高は 16,583 百万円となり、プリンシパルファイナンス業務売上は 178百万円、売上
総利益は 149百万円(粗利率 84.1%)となりました。 

 
３ 信用補完業務 
当四半期において実行いたしました転換社債型新株予約権付社債により、これまでの信用補完ア

レンジメントのみならず、信用補完を引き受けるべくスイス及び英国領バミューダに再保険会社グ
ループを設立するため、インフラ整備に取り掛かっております。これにより収益の内政化を図り利
益率を向上させる予定ではありますが、当四半期におきましては売上は上がっておりません。 

 
４ その他 
既存案件のアドミニストレーション業務フィーに加え、当四半期のアレンジメント業務におきま
して着実に証券化案件を実行した結果、各案件に関わるアドミニストレーション業務を受注するこ
とにより売上高は 28百万円、売上総利益は 28百万円(粗利率 100.0%)となりました。 

 
                                        （単位：百万円） 

 17年９月期第１四半期 18年９月期第１四半期 17年９月期 

 売上高 売上総利益 売上高 売上総利益 売上高 売上総利益 

投資銀行業務 122 99 1,007  (721.3) 931 (834.0) 2,407 2,103 

アレンジメント 113 93 829  (633.1) 781 (739.9) 2,150 1,894 

プリンシパルファイナンス 9 6 178(1,766.0) 149(2,151.0) 257 208 

信用補完業務 － △1 － (－) － (－) － △2 

その他 7 7 28 (280.7) 28 (280.7) 56 56 

(注)（ ）内は対前第１四半期増減率を示しております。 
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(2) 連結財政状態の変動状況 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18年９月期第１四半期 29,427  4,949  16.8  23,871 04  

17年９月期第１四半期 2,032  667  32.8  10,950 46  

(参考)平成17年９月期 8,042  3,427  42.6  50,151 07  

（注）  株式分割が前年期首に行われた場合の１株当たり株主資本を参考までに掲げると以下の
通りであります。 

     18年９月期第１四半期 23,871円04銭 
     17年９月期第１四半期  3,650円15銭 

     17年９月期      16,717円02銭 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年９月期第１四半期 △8,800  △80  19,292  12,071  

17年９月期第１四半期 △155  △167  93  491  

(参考)平成17年９月期 △1,038  △376  2,352  1,659  

 

「財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報」 

 当第１四半期連結会計期間における総資産は 29,427百万円となりました。株主資本は 4,949百
万円となり、株主資本比率は16.8％となりました。 
 現金及び現金同等物は前第１四半期連結会計期間に比べ 10,411百万円増加し、12,071百万円と
なりました。 
当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー状況は下記のとおりであります。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動による資金の減少は8,800百万円（前第１四半期連結会計期間は155百万円の減少）と
なりました。 
これは主に税金等調整前第１四半期純利益 672百万円の計上及び営業借入金の調達により 2,023
百万円増加したものの、営業貸付金の実行により 10,889百万円、法人税等の支払により 635百万
円減少した結果によるものであります。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動による資金の減少は 80百万円（前第１四半期連結会計期間は 167百万円の減少）とな
りました。 
これは主に投資有価証券の取得による支出67百万円によるものであります。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動による資金の増加は19,292百万円（前第１四半期連結会計期間は93百万円の増加）と
なりました。 
これは主に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により 18,498百万円増加したこと
及び短期借入金の純増減額1,137百万円によるものであります。 
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３．平成18年９月期の連結業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 2,120  1,440  790  

通     期 6,113  4,406  2,500  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10,724円23銭 

 

「業績予想に関する定性的情報」 

当社グループにおきましては、前期に設置いたしました営業推進部及び大阪営業所が当第１四半

期連結会計期間におきましても営業力を発揮し業績に大きく貢献いたしました。その結果、新規顧

客の獲得や既存顧客のリピートが従来の第１四半期に比し好調に推移し、主力のアレンジメント業

務及びプリンシパルファイナンス業務が大きく伸張するに至りました。 
第２四半期以降については、環境に特段の変化は認められず中間期及び通期の業績予想に対して

堅調に推移することが見込まれるため、現段階では業績予想を変更する状況には至っておらず、平

成 17年 12月１日付に発表いたしました業績予想に変更はございません。 
 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定しており、今後の経

済状況等の変化により、実際の業績は予想値と異なる場合があります。 
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４ 四半期連結財務諸表等 

四半期連結財務諸表 

四半期連結貸借対照表 

 

  前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末 
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成16年12月31日) (平成17年12月31日) (平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金 ※１  541,271   12,260,353   1,848,843  

 ２ 売掛金   －   2,189   13  

 ３ 営業投資有価証券   210,000   332,772   383,030  

 ４ たな卸資産   250   817   164  

 ５ 営業貸付金 ※1.3  1,005,000   16,253,000   5,364,000  

 ６ その他   33,245   160,647   104,687  

   流動資産合計   1,789,767 88.0  29,009,779 98.6  7,700,738 95.8 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※２          

  (1) 建物   44,635   53,584   55,364  

  (2) 器具及び備品   12,027   12,379   11,492  

   有形固定資産合計   56,663 2.8  65,963 0.2  66,856 0.8 

 ２ 無形固定資産   1,492 0.1  4,529 0.0  4,819 0.0 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) その他   188,480   351,218   273,563  

    貸倒引当金   △3,690   △3,690   △3,690  

   投資その他の資産 

   合計 
  184,790 9.1  347,528 1.2  269,872 3.4 

   固定資産合計   242,946 12.0  418,021 1.4  341,549 4.2 

   資産合計   2,032,713 100.0  29,427,801 100.0  8,042,288 100.0 
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  前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成16年12月31日) (平成17年12月31日) (平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 買掛金   17,882   40,713   37,198  

 ２ 短期借入金   －   1,597,000   460,000  

 ３ 営業借入金 ※１  1,120,000   5,090,500   3,067,200  

 ４ 一年以内返済予定 

   長期借入金 
  39,846   40,192   38,640  

 ５ 未払法人税等   5,859   305,648   650,513  

 ６ 賞与引当金   4,165   12,004   15,557  

 ７ その他   48,248   284,944   215,155  

   流動負債合計   1,236,002 60.8  7,371,002 25.1  4,484,265 55.8 

Ⅱ 固定負債           

 １ 新株予約権付社債   －   17,000,000   －  

 ２ 長期借入金   83,648   44,174   53,408  

 ３ 退職給付引当金   3,354   2,745   2,370  

 ４ その他   37,281   22,800   25,650  

   固定負債合計   124,283 6.1  17,069,719 58.0  81,428 1.0 

   負債合計   1,360,285 66.9  24,440,721 83.1  4,565,694 56.8 

           

   (少数株主持分)           

  少数株主持分   4,996 0.3  37,681 0.1  49,520 0.6 

           

    (資本の部)           

Ⅰ 資本金   550,385 27.1  2,053,935 7.0  1,303,735 16.2 

Ⅱ 資本剰余金   － －  1,851,900 6.3  1,101,900 13.7 

Ⅲ 利益剰余金   117,045 5.7  1,044,302 3.5  1,021,438 12.7 

Ⅳ 自己株式   － －  △739 △0.0  － － 

   資本合計   667,430 32.8  4,949,398 16.8  3,427,073 42.6 

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計 
  2,032,713 100.0  29,427,801 100.0  8,042,288 100.0 
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② 四半期連結損益計算書 

 

  前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 
前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成16年10月１日 

 至 平成16年12月31日) 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成17年12月31日) 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高   130,248 100.0  1,036,520 100.0  2,463,575 100.0 

Ⅱ 売上原価   24,139 18.5  75,976 7.3  306,421 12.4 

   売上総利益   106,108 81.5  960,543 92.7  2,157,153 87.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  97,760 75.1  264,032 25.5  539,736 21.9 

   営業利益   8,347 6.4  696,510 67.2  1,617,417 65.7 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  5   22   43   

 ２ 投資事業組合運用益  －   1,870   2,197   

 ３ その他  81 86 0.0 41 1,933 0.2 295 2,536 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  127   3,716   2,725   

 ２ 新株発行費  －   9,645   15,492   

 ３ 社債発行費  －   11,741   －   

 ４ デリバティブ評価損  －   403   5,837   

 ５ 公開準備費用  －   －   24,073   

 ６ その他  62 189 0.1 69 25,577 2.5 634 48,763 2.0 

   経常利益   8,244 6.3  672,866 64.9  1,571,190 63.8 

Ⅵ 特別損失           

 １ 本社移転費 ※２ － － － － － － 18,786 18,786 0.8 

   税金等調整前第１ 

四半期(当期)純利益 
  8,244 6.3  672,866 64.9  1,552,403 63.0 

   法人税、住民税 

   及び事業税 
※３  3,926 3.0  292,832 28.2  655,134 26.6 

   少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
  51 0.0  △11,838 △1.1  △11,390 △0.5 

   第１四半期(当期) 

純利益 
  4,265 3.3  391,873 37.8  908,659 36.9 
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③ 四半期連結剰余金計算書 

 

  

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

要約連結剰余金計算書 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   －  1,101,900  － 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

  増資による新株の発行  －  －  1,101,900  

  新株予約権の行使による新株の発行  － － 750,000 750,000 － 1,101,900 

Ⅲ 資本剰余金 

  第１四半期末(期末)残高 
  －  1,851,900  1,101,900 

        

(利益剰余金の部)        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   112,779  1,021,438  112,779 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

  第１四半期(当期)純利益  4,265 4,265 391,873 391,873 908,659 908,659 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

  配当金  － － 369,009 369,009 － － 

Ⅳ 利益剰余金 

  第１四半期末(期末)残高 
  117,045  1,044,302  1,021,438 
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④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

  
(自 平成16年10月１日 

 至 平成16年12月31日) 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成17年12月31日) 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

   税金等調整前 

   第１四半期(当期)純利益 
 8,244 672,866 1,552,403 

   減価償却費  1,586 3,205 9,042 

   賞与引当金の増減額(減少△)  △3,125 △3,553 8,265 

   退職給付引当金の増減額(減少△)  354 374 △629 

   保証料の償却額  50 50 200 

   受取利息  △5 △22 △43 

   支払利息  127 3,716 2,725 

   新株発行費  － 9,645 15,492 

   社債発行費  － 11,741 － 

   投資事業組合運用益  － △1,870 △2,197 

   固定資産除却損  － － 10,864 

   売上債権の増減額(増加△)  993 △2,175 979 

   営業投資有価証券の増減額 

(増加△) 
 △163,826 50,258 △336,856 

   たな卸資産の増減額(増加△)  856 △653 942 

   営業貸付金の増減額(増加△)  △410,000 △10,889,000 △4,769,000 

   仕入債務の増減額(減少△)  △14,057 3,514 5,258 

   営業借入金の増減額(減少△)  550,000 2,023,300 2,497,200 

   未払金の増減額(減少△)  △3,236 △17,675 28,882 

   未払費用の増減額(減少△)  3,564 11,265 2,294 

   その他  △533 △35,985 129,257 

    小計  △29,007 △8,160,994 △844,916 

   利息の受取額  5 22 43 

   利息の支払額  △280 △4,887 △3,139 

   法人税等の支払額  △126,649 △635,091 △190,345 

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △155,931 △8,800,952 △1,038,357 
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  前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

  
(自 平成16年10月１日 

 至 平成16年12月31日) 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成17年12月31日) 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

   有形固定資産の取得による支出  △1,125 △2,219 △25,732 

   投資有価証券の取得による支出  △20,000 △67,500 △48,016 

   連結の範囲の変更を伴う子会社

株式取得による収入 
※２ － － 54,011 

   出資金の取得による支出  △6,000 △15,000 △69,500 

   定期預金預入による支出  △50,000 － △189,000 

   差入保証金等への支出  △90,575 － △134,007 

   差入保証金等の回収による収入  － 1,312 45,156 

   その他  △29 2,947 △9,388 

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △167,730 △80,459 △376,477 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

   短期借入金の純増減額  － 1,137,000 460,000 

   長期借入れによる収入  100,000 － 100,000 

   長期借入金の返済による支出  △2,082 △7,682 △33,528 

   株式の発行による収入  － 200 1,839,757 

   社債の発行による収入  － 18,498,150 － 

配当金の支払額  － △332,846 － 

   その他  △4,833 △1,900 △13,383 

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 93,084 19,292,921 2,352,846 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 △12 － △30 

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増減額（減少△） 
 △230,589 10,411,509 937,982 

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高 
 721,861 1,659,843 721,861 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  第１四半期末(期末)残高 
※１ 491,271 12,071,353 1,659,843 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１ 連結の範囲に関 

する事項 

(1) 連結子会社の数１社 
連結子会社の名称 

 フィンテックキャピタル 

リスクソリューションズ

㈱ 

 

 

 

 

 

(2) 非連結子会社の名称 

フィンテックリアルエステ

ート㈱ 

（連結の範囲から除外した

理由） 

 非連結子会社は小規模会

社であり、総資産、売上高、

四半期純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、

いずれも四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

 

 

(1) 連結子会社の数２社 

連結子会社の名称 

フィンテックキャピタル 

リスクソリューションズ㈱ 

フィンテックグローバル証券㈱ 

  

 

 

 

 

(2) 非連結子会社の名称  

フィンテックリアルエステ

ート㈱ 

（連結の範囲から除外した

理由） 

   同左 

 

(1) 連結子会社の数２社 

連結子会社の名称 

フィンテックキャピタル 

リスクソリューションズ㈱ 

フィンテックパートナーズ㈱ 

 なお、株式追加取得によ

り、フィンテックパートナ

ーズ㈱を連結の範囲に含め

ております。 

 

(2) 非連結子会社の名称  

フィンテックリアルエステ

ート㈱ 

（連結の範囲から除外した

理由） 

非連結子会社は小規模会

社であり、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないた

めであります。  

 

２ 持分法の適用に 

関する事項 

持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

 フィンテックパートナーズ㈱ 

フィンテックリアルエステート㈱ 

(持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、それ

ぞれ四半期純損益及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

に及ぼす影響が軽微である

ため、持分法の適用から除

外しております。 

持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

フィンテックリアルエステート㈱ 

(持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、そ

れぞれ四半期純損益及び利

益剰余金(持分に見合う額)

等に及ぼす影響が軽微であ

るため、持分法の適用から

除外しております。 

 

持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

 フィンテックリアルエステート㈱ 

(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る

ため、持分法の適用から除

外しております。 

３ 連結子会社の第

１四半期決算日

(決算日)等に関

する事項 

 

連結子会社のフィンテッ

クキャピタルリスクソリュ

ーションズ㈱の第１四半期

決算日は３月31日でありま

す。 

四半期連結財務諸表の作

成にあたっては、四半期連結

決算日現在で実施した仮決

算に基づく四半期財務諸表

を使用しております。 
 

 連結子会社のフィンテッ

クキャピタルリスクソリュ

ーションズ㈱の第１四半期

決算日は３月31日、フィンテ

ックグローバル証券㈱の第

１四半期決算日は６月30日

であります。 

 四半期連結財務諸表の作

成にあたっては、四半期連結

決算日現在で実施した仮決

算に基づく四半期財務諸表

を使用しております。 

 

 

連結子会社のフィンテッ

クキャピタルリスクソリュ

ーションズ㈱の決算日は12

月31日、フィンテックパー

トナーズ㈱の決算日は３月

31日であります。 

連結財務諸表の作成にあ

たっては、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。 



 - 12 - 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

４ 会計処理基準に 

関する事項 

(1) 重要な資産の評
価基準及び評価

方法 
 

 

 

(1)  有価証券 

①その他有価証券 

 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「(7) その他四半期連結

財務諸表作成のための重要

な事項(2)営業投資有価証

券（匿名組合出資金）の会

計処理」に記載しておりま

す。 

 

  ―――― 

  

 

 

 

(1)  有価証券 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

 

 

(1)  有価証券 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) デリバティブ 

  同左 

 

 (2) たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

 

(3) たな卸資産 

仕掛品 

同左 

(3) たな卸資産 

仕掛品 

 同左 

(2)  重要な減価償却 
資産の減価償却

の方法 

 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しておりま

す。       

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

  建物    10～15年 

  工具器具備品 4～15年 

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物      8～15年 

 器具及び備品  4～20年 

(1) 有形固定資産 

   同左 

(3) 重要な繰延資産
の処理方法   

―――― 
 

(1) 新株発行費 

 支出時に全額費用処理し

ております。 

(2) 社債発行費 

 支出時に全額費用処理し

ております。 

(1) 新株発行費 

   同左 

 

(2) ―――― 

(4) 重要な引当金の 
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、

貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可

能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

   同左 

 (1) 貸倒引当金 

  同左 

 

 

(2) 賞与引当金   

  従業員の賞与支給に充て

るため、支給見込額に基づ

き計上しております。 
 
 
 

(2) 賞与引当金   

   同左 

(2) 賞与引当金   

    同左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける要支給額に基づき、当

第１四半期連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

なお、退職給付引当金の対

象従業員が300名未満であ

るため、簡便法によってお

ります。 

 

(3) 退職給付引当金 

   同左 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における要支給額を退職給

付債務として計上しており

ます。 

 なお、退職給付引当金の

対象従業員が300名未満で

あるため、簡便法によって

おります。 

 

(5) 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 

 

(6) 重要なヘッジ会 
計の方法 

 

 

 

 

 

―――― 

 

 

 

 

 

  ―――― 

 

 

 

 

 

―――― 

 

 

 

 

―――― 

(1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満た

す金利スワップについ

ては、特例処理を採用し

ております。 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

イ ヘッジ手段・・・ 

金利スワップ 

 ロ ヘッジ対象・・・ 

借入金 

 

(3)ヘッジ方針 

市場金利の変動を回避す

る目的で金利スワップを

行っております。 

 

(4)ヘッジの有効性評価の

方法 

金利スワップについては

特例処理の要件を充足し

ているため有効性の評価

を省略しております。 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

 同左 

 

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

 

 

 

 

(3)ヘッジ方針 

  同左 

 

 

 

(4)ヘッジの有効性評価の

方法 

   同左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

(7) その他四半期連
結財務諸表(連結

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 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

仮払消費税等と仮受消費税

等は相殺のうえ流動負債の

「その他」に含めて表示し

ております。 

 

(2) 営業投資有価証券（匿

名組合出資金）の会計

処理 

 当社グループは営業投資

有価証券（匿名組合出資金）

の会計処理を行うに際し

て、匿名組合の財産の持分

相当額を「営業投資有価証

券」として計上しておりま

す。匿名組合への出資時に

「営業投資有価証券」を計

上し、匿名組合が獲得した

純損益の持分相当額につい

ては、「売上高」に計上する

とともに同額を「営業投資

有価証券」に加減しており

ます。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 営業投資有価証券（匿

名組合出資金）の会計

処理 

 同左 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 

 

 

 

 

(2) 営業投資有価証券（匿

名組合出資金）の会計

処理 

   同左 

５ 連結子会社の資

産及び負債の評

価に関する事項 

 

 

６ 連結調整勘定の

償却に関する事

項 

 

７ 利益処分項目等

の取扱に関する

事項 

 連結子会社の資産及び負

債の評価方法については、全

面時価評価法を採用してお

ります。 

 

―――― 

 

 

 

 連結剰余金計算書は、連結

会社の利益処分について、連

結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成して

おります。 

 

同左 

 

 

 

 

 連結調整勘定は、５年間で

均等償却しております。 

 

 

    同左 

  同左 

 

 

 

 

  同左 

 

 

 

  同左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

８ 四半期連結キャ

ッシュ・フロー計

算書(連結キャッ

シュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

四半期連結キャッシュ・

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

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 

   同左 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

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

    

 

 
四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前第１四半期連結会計期間 
(平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

―――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より、

固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」(企業会計審議会 

平成14年８月９日)）及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用方針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

―――― 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年９月30日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保提供資産 
現金及び預金   50,000千円 

対応債務 

営業借入金   350,000千円 

 

(2) 担保に供している資産は以下
のとおりであります。 

「質権の設定」 

資産の種類 帳簿価額 
対応する債

務の金額 

営業貸付金 570,000千 円 
営業借入金 

570,000千 円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累  

計額     19,451千円 

 

※３ ―――― 

 

 

 

 

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保提供資産 
現金及び預金  189,000千円 

対応債務 

営業借入金   325,500千円 

 

(2) 担保に供している資産は以下
のとおりであります。 

「質権の設定」 

資産の種類 帳簿価額 
対応する債

務の金額 

営業貸付金 1,455,000千円 
営業借入金 

1,333,000千円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累  

計額     18,800千円 

 

※３ 貸出コミットメント契約 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 

貸出実行残高        －千円 

貸出未実行残高      2,000,000千円 

※１ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保提供資産 
現金及び預金  189,000千円 

対応債務 

営業借入金   325,500千円 

 

(2) 担保に供している資産は以下
のとおりであります。 

「質権の設定」 

資産の種類 帳簿価額 
対応する債

務の金額 

営業貸付金 870,000千円 
営業借入金 

830,000千円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累  

計額     15,688千円 

 

※３ 貸出コミットメント契約 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 

貸出実行残高        －千円 

貸出未実行残高      2,000,000千円 
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(四半期連結損益計算書関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  役員報酬     20,216千円 

  給与手当     17,844千円 

  賞与引当金繰入額  3,710千円 

  退職給付費用     311千円 

  減価償却費     1,348千円 

  地代家賃     13,429千円 

 

 

※２ ―――― 

 

 

 

 

 

※３ 当第１四半期における税金費

用については、簡便法による税効果

会計を適用しているため、法人税等

調整額は、「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示しております。 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  役員報酬     31,080千円 

  給与手当     60,983千円 

  賞与引当金繰入額 10,776千円 

  退職給付費用     333千円 

  減価償却費     3,271千円 

  地代家賃     28,006千円 

  支払手数料    51,978千円 

 

※２ ―――― 

 

 

 

 

 

※３ 同左 

 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  役員報酬     94,466千円 

  給与手当     111,498千円 

  賞与引当金繰入額 13,782千円 

  退職給付費用     623千円 

  減価償却費     7,790千円 

  地代家賃     74,993千円 

 

 

※２ 本社移転費の内訳 

  建物除却損    10,202千円 

  工具器具備品除却損  661千円 

  原状回復費     7,922千円 

           18,786千円 

 

※３ ―――― 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の第１四

半期末残高と四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額と

の関係 

   (平成16年12月31日現在) 

 

現金及び預金     541,271千円 

預入期間が３ヶ月を △50,000千円 

超える定期預金 

現金及び現金同等物  491,271千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 現金及び現金同等物の第１四

半期末残高と四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額と

の関係 

   (平成17年12月31日現在) 

 

現金及び預金   12,260,353千円 

預入期間が３ヶ月を △189,000千円 

超える定期預金 

現金及び現金同等物12,071,353千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

   (平成17年９月30日現在) 

 

 

現金及び預金    1,848,843千円 

預入期間が３ヶ月を △189,000千円 

超える定期預金 

現金及び現金同等物 1,659,843千円 

 

 

※２ 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 
  株式の取得により新たにフィン
テックパートナーズ㈱を連結した
ことに伴う連結開始時の資産及び
負債の内訳並びにフィンテックパ
ートナーズ㈱株式の取得価額とフ
ィンテックパートナーズ㈱取得に
よる収入（純額）との関係は次の
とおりであります。 

 

流動資産     164,114千円 

流動負債       △78千円 

連結調整勘定    3,929千円 

少数株主持分   △55,965千円 

前連結会計年度に 

取得した持分相当額    △2,000千円 

フィンテックパートナーズ㈱ 

株式の取得価額   110,000千円 

フィンテックパートナーズ㈱ 

現金及び現金同等物   164,011千円 

差引：フィンテックパートナーズ㈱ 

取得による収入    54,011千円 
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(リース取引関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

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 

 

１ リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び第１四

半期末残高相当額 

 

取得価額

相 当 額

(千円) 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(千円) 

第１四半期末 

残高相当額 

(千円) 

建物 1,938 387 1,550 

工具器具備品 22,022 3,091 18,930 

無形固定資産 556 46 510 

合計 24,518 3,526 20,992 
 

 

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 

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 

取得価額

相 当 額

(千円) 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(千円) 

期 末 

残高相当額 

(千円) 

建物 1,938 290 1,647 

器具及び備品 22,622 2,000 20,622 

無形固定資産 556 18 538 

合計 25,118 2,310 22,808 
 

 

 

 

 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

  １年内     4,592千円 

  １年超     16,752千円 

   合計     21,345千円 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  １年内     4,645千円 

  １年超     18,403千円 

   合計     23,049千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

  支払リース料    1,249千円 

  減価償却費相当額  1,104千円 

  支払利息相当額    245千円 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

  支払リース料   2,614千円 

  減価償却費相当額 2,310千円 

  支払利息相当額   545千円 

 

 

 

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用し

ております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用

しております。 

 

 

 

 

 

 

５ 利息相当額の算出方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法を採用しておりま

す。 

５ 利息相当額の算出方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法を採用しており

ます。 
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(有価証券関係) 

前第１四半期連結会計期間末（平成16年12月31日） 

１ 時価評価されていない主な有価証券 

種 類 
四半期連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 匿名組合出資金 

 投資事業組合 

 

210,000 

10,000 

 
 

当第１四半期連結会計期間末（平成17年12月31日） 

１ 時価評価されていない主な有価証券 

種 類 
四半期連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 匿名組合出資金 

 非上場株式 

 投資事業組合 

 

332,772 

76,700 

24,067 

 

前連結会計年度末（平成17年９月30日） 

１ 時価評価されていない主な有価証券 

種 類 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 匿名組合出資金 

 非上場株式 

 投資事業組合 

 

383,030 

9,200 

22,197 

 
 

(デリバティブ取引関係) 

前第１四半期連結会計期間末（平成16年12月31日） 

    当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
 

当第１四半期連結会計期間末（平成17年12月31日） 

 デリバティブ取引の契約額等、評価及び評価損益の状況          （単位：千円） 

対象物の種類 種類 契約額 時価 評価損益 

金利 キャップ取引 680,000 938 △403 

  (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 ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 
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前連結会計年度末（平成17年９月30日） 

 デリバティブ取引の契約額等、評価及び評価損益の状況          （単位：千円） 

対象物の種類 種類 契約額 時価 評価損益 

金利 キャップ取引 680,000 1,342 △5,837 

  (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 ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成16年12月31日) 

  当社グループは単一セグメントのため、記載を省略しております。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成17年12月31日) 

  当社グループは単一セグメントのため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

  当社グループは単一セグメントのため、記載を省略しております。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成16年12月31日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成17年12月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

前第１四半期連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成16年12月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成17年12月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１株当たり純資産額 
10,950円
46銭

 
１株当たり純資産額 

23,871円
04銭

 
１株当たり純資産額 

50,151円
07銭

 

１株当たり四半期純利益 69円99銭
 

１株当たり四半期純利益 
 1,905円
 83銭

 
１株当たり当期純利益 

14,439円
89銭

 
 

 

 

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益については、新株引受権及び新

株予約権の残高はありますが、当社

株式は非上場のため期中平均株価が

把握できませんので記載しておりま

せん。 

潜在株式調整後１株 
当たり四半期純利益 

 1,694円
 90銭

 

 また、当社は平成17年12月20日付

けで普通株式１株につき３株の株式

分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前第１四半

期連結会計期間（前連結会計年度）

における１株当たり情報については

以下のとおりとなります。 

 

 

前第１四半期連結会計期間 

１株当たり純資産額  3,650円15銭 

１株当たり四半期純利益  23円33銭 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 16,717円02銭 

１株当たり当期純利益 4,813円25銭 

潜在株式調整後１株  4,650円85銭 

当たり当期純利益 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益     

13,952円
 54銭

 

当社は、平成16年11月18日開催の

取締役会決議において、平成16年12

月20日付けで株式１株につき、５株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 10,880円46銭 

１株当たり当期純利益 6,106円59銭 

 

 

(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

四半期(当期)純利益(千円) 4,265 391,873 908,659 

普通株式に係る四半期(当期)純利
益(千円) 

4,265 391,873 908,659 

普通株式の期中平均株式数(株) 60,950 205,618 62,927 

四半期(当期)純利益調整額 － － － 

普通株式増加数の主要な内訳（株） 
 新株引受権 
 新株予約権 
 新株予約権付社債 

 
－ 
－ 
－ 

 
1,795 
15,202 
8,594 

 
632 
1,566 
－ 

普通株式増加数（株） － 25,590 2,198 

潜在株式調整後１株当たり四半期
(当期)純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要 

新株引受権2,000個 
新株予約権5,000個 

－ － 
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(重要な後発事象) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成17年12月19日発行の第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債

18,500,000千円につきましては、平

成18年１月18日をもって新株予約権

全ての行使が完了いたしました。 

 この結果、平成18年１月18日をも

って、資本金10,553,935千円、発行

済株式総数233,120.79株となりまし

た。 

(1) 発行された株式の種類及び数 
普通株式 28,055.79株 

(端株買取分3.79株を含んでお

ります。) 

(2) 発行総額   18,500,000千円 

(3) 資本金組入額  9,250,000千円 

(4) 新株の配当起算日 

  平成17年10月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 当社は、平成17年10月３日開催

の臨時取締役会決議に基づき、平

成17年12月20日付で、株式分割を

行いました。 

(1) 分割により増加する株式数 

  普通株式 136,710株 

 

(2) 分割の方法 

平成17年10月31日最終の株主名       

簿に記載された株主の所有株式

数を１株につき、３株の割合をも

って分割しております。 

 

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合における（１株

当たり情報）の各数値は以下のと

おりであります。 

前連結会計年度 

 １株当たり純資産額 3,626円82銭 

 １株当たり当期純利益 2,035円53銭 

 

当連結会計年度 

 １株当たり純資産額 16,717円02銭 

 １株当たり当期純利益 4,813円25銭 

 潜在株式調整後１株 

 当たり当期純利益 4,650円85銭 

 

２ 当社は、平成17年12月20日開催

の定時株主総会決議に基づき、商

法第280条ノ20及び第280条ノ21

に規定する新株予約権の発行を

決議いたしました。 

(1) 新株予約権の目的となる株式の
種類及び数 

当社普通株式3,000株を上限と

します。 

なお、当社が株式分割等により

株式を発行する場合は、未行使

の新株引受権の目的たる株式

数は次の算式により調整し、調

整により生じる１株未満の端

数は切り捨てるものとします。 

調整後株

式数 
＝
調整前株

式数 
×
分割(または併合)

の比率 

 

(2) 新株予約権の総数 

3,000個を上限とします。(新株予約

権１個につき普通株式１株。ただし、 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前項に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の調整を行

う。) 

 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとします。 

 

(4) 新株予約権の行使時の払込金額 

新株予約権１個当たりの払込金 

額は、次により決定される金額

とします。１株当たりの払込金

額は、新株予約権を発行する日

の属する月の前月の各日（取引

が成立していない日を除く）に

おける東京証券取引所における

当社株式普通取引の終値の平均

値に1.05を乗じた金額（１円未

満の端数は切り上げ）とします。

ただし、当該金額は新株予約権

発行日の前日の終値（取引が成

立しない場合はその前日の終

値）を下回る場合は、当該終値

とします。ただし、時価を下回

る価額で、新株を発行する場合

又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使により新株

を発行する場合は除く）は、次

の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げるものとし

ます。 
 

    
(新発行株式数)×(１株あた

り払込金額) 
(既発行株

式数) 
＋

（１株あたり時価） (調整後発行

価額) 
＝
(調整前発行

価額) 
×

(既発行株式数)＋(新発行株式数) 

 
(5) 新株予約権の権利行使期間 

  平成20年１月１日から平成27年

11月30日 

(6) 新株予約権の行使条件 

新株予約権の割当を受けたもの 

は、本新株予約権の権利行使時

においても、当社、当社の子会

社または関連会社の取締役、監

査役または従業員その他これに

準ずる地位にあることを要す

る。但し、任期満了による退任、

定年退職その他これに準ずる正

当な理由のある場合はこの限り

ではない。 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成17年12月２日開催の取締役

会において、商法第280条ノ20及

び第280条ノ21に規定および平

成16年12月３日開催の定時株主

総会の決議に基づき新株予約権

を発行いたしました。 

 

(1) 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

当社普通株式3,000株(注) 

なお、当社が株式分割等により

株式を発行する場合は、未行使

の新株引受権の目的たる株式

数は次の算式により調整し、調

整により生じる１株未満の端

数は切り捨てるものとします。 

調整後株

式数 
＝
調整前株

式数 
×
分割(または併合)

の比率 

(2) 新株予約権の総数 

200個(新株予約権１個につき普

通株式15株(注)) 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとします。 

(4) 新株予約権の行使時の払込金額 

  １株当たり 73,334円(注) 

ただし、時価を下回る価格で、

新株を発行または自己株式の処

分を行う場合は、それぞれの効

力発生時の時をもって、次の算

式により払込金額を調整し、調

整の結果生じる1円未満の端数

はこれを切り上げるものとしま

す。 
 

    
(新発行株式数)×(１株あた

り払込金額) 
(既発行株

式数) 
＋

（１株あたり時価） (調整後発行

価額) 
＝
(調整前発行

価額) 
×

(既発行株式数)＋(新発行株式数) 

(5) 新株予約権の権利行使期間 

  平成18年12月10日から平成26年

11月30日 

(6) 新株予約権の行使条件 

新株予約権の割当を受けたもの 

は、本新株予約権の権利行使時

においても、当社、当社の子会

社または関連会社の取締役、監

査役または従業員その他これに

準ずる地位にあることを要す

る。但し、任期満了による退任、

定年退職その他これに準ずる正

当な理由のある場合はこの限り 

ではない。 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

(注) 当社は平成17年12月20日付け

をもって普通株式１株を３株に分

割しております。なお、上記数値

は調整後の数値であります。 

 

４ 当社は平成17年12月１日開催の

臨時取締役会決議に基づいて、第

１回無担保転換社債型新株予約権

付社債（転換社債型新株予約権付

社債間限定同順位特約付）（以下

「本新株予約権付社債」といい、

そのうち社債のみを「本社債」、新

株予約権のみを「本新株予約権」

という。）の発行をいたしました。 

 

(1) 発行総額 金185億円 
(2) 発行価額 
 本社債の発行価額は額面100円に

つき金100円とし、本新株予約権の

発行価額は無償とする。 

(3) 払込期日 平成17年12月19日 
(4) 償還価額 額面100円につき                                    

金100円 

(5) 償還期限 平成19年12月18日 
(6) 利率 本社債には利息は付さない。 
(7) 本新株予約権の目的となる株式
の種類及び数 

イ. 種類 当社普通株式 

ロ. 数 

本新株予約権の行使により当社

が当社普通株式を新たに発行し

又は当社の有する当社普通株式

を移転（以下当社普通株式の発

行又は移転を「交付」という。）

する数は、行使請求に係る本社

債の発行価額の総額を本項(9)

記載の転換価額で除して得られ

る最大整数とする。この場合に

１株の100分の１未満の端数は

切り捨て、現金による調整は行

わない。また、１株の100分の１

の整数倍の端数が発生する場合

は、商法に定める端株の買取請

求権が行使されたものとして現

金により精算する。 

(8) 本新株予約権の総数 185個 
(9) 本新株予約権の行使に際して払
い込みをなすべき金額 

 イ. 本社債の発行価額と同額とする。 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ. 転換価額は、当初金659,400             

   円とする。ただし、転換価額

は本項第(10)号又は第(11)号

に定めるところに従い修正又

は調整されることがある。 

(10) 転換価額の修正 
  本新株予約権付社債の発行日が

属する暦月の翌暦月以降、毎月

第３金曜日(以下「決定日」とい

う。)の翌取引日以降、転換価額

は、決定日まで(当日を含む)の

５連続取引日(ただし、終値のな

い日は除き、決定日が取引日で

ない場合には、決定日の直前の

取引日までの５連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」とい

う。)の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取

引の毎日の終値(気配表示を含

む。)の平均値(円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を

切り捨てる。)が、当該決定日に

有効な転換価額の120％に相当

する金額を上回る場合には、当

該平均値に相当する金額（以下

「修正後転換価額」という。）に

修正される。なお、時価算定期

間内に本項第(11)号で定める転

換価額の調整事由が生じた場合

には、修正後転換価額は、本新

株予約権付社債の社債要項に従

い当社が適当と判断する値に調

整される。ただし、かかる算出

の結果、修正後転換価額が金

329,700円(以下「下限転換価額」

という。ただし、本項第(11)号

による調整を受ける。)を下回る

場合には、修正後転換価額は下

限転換価額とし、修正後転換価

額が金989,100円(以下「上限転

換価額」という。ただし、本項

第(11)号による調整を受ける。)

を上回る場合には、修正後転換

価額は上限転換価額とする。 

(11) 転換価額の調整 
転換価額は、本新株予約権付 

社債発行後、当社が当社普通株

式の時価を下回る発行価額又は

処分価額をもって当社普通株式 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  を新たに発行し、又は当社の有

する当社普通株式を処分する場

合（但し、当社普通株式に転換

される証券もしくは転換できる

証券又は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たものを含

む。)の転換又は行使による場合

を除く。)には、次の算式により

調整される。 
    

(新発行・処分株式数)×(１株

あたり発行・処分価額) 
(既発行株

式数) 
＋

（時価） (調整後転換

価額) 
＝
(調整前転換

価額) 
×
(既発行株式数)＋(新発行・処分株式数) 

  また、転換価額は、当社普通株

式の分割もしくは併合または時

価を下回る価額をもって当社普

通株式に転換される証券もしく

は転換できる証券又は当社普通

株式の交付を請求できる新株予

約権もしくは新株予約権付社債

の発行が行われる場合等にも適

宜調整される。 

(12) 新株予約権の行使期間 
平成17年12月20日から平成19年

12月17日まで 

(13) 資金の使途 
  手取概算額18,485百万円につい

ては、10,000百万円を当社がス

イスならびに英国領バミューダ

に設立する再保険会社グループ

の資本に充当し、残額を当社プ

リンシパルファイナンス業務に

おける投融資資金に充当する予

定であります。 
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 当社は、平成17年12月１日開催

の取締役会において、下記の通

り再保険会社グループを資本総

額100億円をもって設立し、信用

補完業務の強化ならびに再保険

引受業務を開始する目的として

決議いたしました。 

 

会社の概要 

(ア) ホールディングカンパニー 

 商号   ：Stellar Capital AG 

 代表者  ：パトリック・バン・

ゲイゼル・ケラート 

 事業内容 ：信用補完供与・投資

運用 

 所在予定地：スイス チューリッヒ 

 設立予定日：2006年２月中 

 資本の額 ：100億円 

 出資比率 ：当社 100％ 

 

(イ) 再保険会社 

 商号   ：Stellar Re. Limited 

 代表者  ：パトリック・バン・

ゲイゼル・ケラート 

 事業内容 ：火災保険・家財保障

等の再保険引受、投

資運用 

 所在予定地：英国領バミューダ 

 設立予定日：2006年２月中 

 資本の額 ：15億円 

 出資比率 ：Stellar Capital AG 

100％ 
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平成18年9月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 

    平成18年２月８日 

上場会社名 フィンテックグローバル株式会社 （コード番号：8789 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.fgi.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 玉井信光 ＴＥＬ：（03）5733―2121 

              責任者役職・氏名 取締役管理部長 杉本 健 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 
   18年９月期第１四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情
報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表
明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成18年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成17年10月１日～平成17年12月31日） 
(1) 経営成績の進捗状況      (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18年９月期第１四半期 1,036 (695.8） 731 (9,802.5） 707 (9,476.5） 414 (10,815.7） 

17年９月期第１四半期 130   (－） ７   (－） ７   (－） ３    (－） 

(参考)17年９月期 2,463   (－） 1,649   (－） 1,603   (－） 930    (－） 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 

18年９月期第１四半期 2,017 60 

17年９月期第１四半期 62 35 

(参考)17年９月期 14,787 51 

 (注)①期中平均株式数  18年９月期第１四半期 205,618株  
             17年９月期第１四半期  60,950株 
             17年９月期       62,927株 
    当社は平成17年12月20日付けで１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、 

１株当たり四半期(当期)純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しておりま
す。 
②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
③株式分割が前年期首に行われた場合の１株当たり四半期(当期)純利益を参考までに掲げる
と以下の通りであります。 

    18年９月期第１四半期 2,017円60銭 
    17年９月期第１四半期   20円79銭 
    17年９月期      4,929円12銭 
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(2) 財政状態の変動状況 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18年９月期第１四半期 29,439  4,994  17.0  24,089 76  

17年９月期第１四半期 2,034  667  32.8  10,950 91  

(参考)17年９月期 8,015  3,449  43.0  50,478 39  

（注） 株式分割が前年期首に行われた場合の１株当たり株主資本を参考までに掲げると以下の通
りであります。 

    18年９月期第１四半期 24,089円76銭 
    17年９月期第１四半期  3,650円30銭 
    17年９月期      16,826円13銭 
 
 
 
３．平成18年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

1株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭 

中 間 期 

通     期 

1,900 

5,000 

1,330 

3,700 

732 

2,030 

0.00 

―― 

―― 

3,933.00 

―― 

3,933.00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 8,708円07銭 
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４ 四半期財務諸表等 

四半期財務諸表 

① 四半期貸借対照表 

 

  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成16年12月31日) (平成17年12月31日) (平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金 ※１  541,236   12,133,094   1,678,298  

 ２ 売掛金   －   2,189   13  

 ３ 営業投資有価証券   210,000   332,772   383,030  

 ４ たな卸資産   250   817   164  

 ５ 営業貸付金 ※1.2  1,005,000   16,253,000   5,364,000  

 ６ その他   33,242   173,773   122,184  

   流動資産合計   1,789,728 88.0  28,895,646 98.2  7,547,691 94.2 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※３          

  (1) 建物   44,635   53,584   55,364  

  (2) 器具及び備品   12,027   12,380   11,492  

   有形固定資産合計   56,663 2.8  65,964 0.2  66,856 0.8 

 ２ 無形固定資産   1,492 0.0  1,189 0.0  1,283 0.0 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) その他   190,433   480,084   403,428  

     貸倒引当金   △3,690   △3,690   △3,690  

   投資その他の資産 

   合計 
  186,742 9.2  476,394 1.6  399,737 5.0 

   固定資産合計   244,898 12.0  543,547 1.8  467,877 5.8 

   資産合計   2,034,627 100.0  29,439,193 100.0  8,015,569 100.0 
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  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 

前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成16年12月31日) (平成17年12月31日) (平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 買掛金   17,882   40,713   37,198  

 ２ 短期借入金   －   1,597,000   460,000  

 ３ 営業借入金 ※１  1,120,000   5,090,500   3,067,200  

 ４ 一年以内返済予定 

   長期借入金 
  39,846   40,192   38,640  

 ５ 未払法人税等   5,013   304,441   649,891  

 ６ 賞与引当金   4,165   12,004   15,557  

 ７ その他   55,977   289,876   216,213  

   流動負債合計   1,242,885 61.1  7,374,727 25.0  4,484,700 56.0 

Ⅱ 固定負債           

 １ 新株予約権付社債   －   17,000,000   －  

 ２ 長期借入金   83,648   44,174   53,408  

 ３ 退職給付引当金   3,354   2,745   2,370  

 ４ その他   37,281   22,800   25,650  

   固定負債合計   124,283 6.1  17,069,719 58.0  81,428 1.0 

   負債合計   1,367,169 67.2  24,444,447 83.0  4,566,129 57.0 

    (資本の部)           

Ⅰ 資本金   550,385 27.1  2,053,935 7.0  1,303,735 16.3 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金  －   1,851,900   1,101,900   

   資本剰余金合計   － －  1,851,900 6.3  1,101,900 13.7 

Ⅲ 利益剰余金           

 １ 第１四半期(当期) 

   未処分利益 
 117,072   1,089,650   1,043,805   

   利益剰余金合計   117,072 5.7  1,089,650 3.7  1,043,805 13.0 

Ⅳ 自己株式   － －  △739 △0.0  － － 

   資本合計   667,457 32.8  4,994,746 17.0  3,449,440 43.0 

   負債及び資本合計   2,034,627 100.0  29,439,193 100.0  8,015,569 100.0 
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② 四半期損益計算書 

 

  前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 
前事業年度 

要約損益計算書 

  
(自 平成16年10月１日 

 至 平成16年12月31日) 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成17年12月31日) 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高   130,248 100.0  1,036,520 100.0  2,463,575 100.0 

Ⅱ 売上原価   24,139 18.5  75,976 7.3  306,421 12.4 

   売上総利益   106,108 81.5  960,543 92.7  2,157,153 87.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   98,725 75.8  229,484 22.2  507,491 20.6 

   営業利益   7,382 5.7  731,059 70.5  1,649,662 67.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  195 0.1  2,042 0.2  3,076 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  189 0.1  25,559 2.4  48,763 2.0 

   経常利益   7,388 5.7  707,541 68.3  1,603,975 65.1 

Ⅵ 特別損失 ※３  － －  － －  18,786 0.8 

   税引前第１四半期 

(当期)純利益 
  7,388 5.7  707,541 68.3  1,585,188 64.3 

   法人税、住民税 

   及び事業税 
※５  3,587 2.8  292,687 28.3  654,655 26.5 

   第１四半期(当期) 

   純利益 
  3,800 2.9  414,854 40.0  930,533 37.8 

   前期繰越利益   113,272   674,796   113,272  

第１四半期(当期) 

未処分利益 
  117,072   1,089,650   1,043,805  
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

②その他有価証券 

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 その他四半期

財務諸表作成のための基

本となる重要な事項(2)

営業投資有価証券（匿名

組合出資金）の会計処理」

に記載しております。 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

  同左 

 

②その他有価証券 

  同左 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

  同左 

 

②その他有価証券 

  同左 

 

２ デリバティブの

評価基準及び評

価方法 

３ たな卸資産の評

価基準及び評価

方法 

 

 ―――― 

 

 

 仕掛品 

 個別法による原価法を採

用しております。 

時価法を採用しておりま

す。 

 

 仕掛品 

  同左 

 

 

  同左 

 

 

 仕掛品 

  同左 

４ 固定資産の減価償

却の方法 

 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物     10～15年 

 器具及び備品  4～15年 

―――― 

 

 

 

 

 

 

（2）長期前払費用 

  均等償却を採用してお

ります。 

 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物      8～15年 

 器具及び備品  4～20年 

（2）無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。なお、自社利用の

ソフトウエアについて

は社内における利用可

能期間（３～５年）に基

づいております。 
（3）長期前払費用 

  同左 
 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物     10～15年 

 器具及び備品  4～15年 

（2）無形固定資産 

  同左 
 

 
 
 
 
（3）長期前払費用 

  同左 
 

５ 繰延資産の処理

方法 

―――― (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用処理し

ております。 

 

(2) 社債発行費 

 支出時に全額費用処理し

ております。 

(1) 新株発行費 

  同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

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、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回

収可能性を検討し、回収不 

能見込額を計上しておりま 

す。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

  

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 賞与引当金   

 従業員の賞与支給に充
てるため、支給見込額に基

づき計上しております。 
 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 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、当事業年度末にお

ける要支給額に基づき、当

第１四半期会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

なお、退職給付引当金の

対象従業員が300名未満で

あるため、簡便法によって

おります。 

(3) 退職給付引当金 

  同左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける要支給額を退職給付債

務として計上しておりま

す。 

なお、退職給付引当金の

対象従業員が300名未満で

あるため、簡便法によって

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い

おります。 

 

  同左 

 

８ ヘッジ会計の方

法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ―――― 

 

 

 

 

 

   ―――― 

 

 

 

 

 

   ―――― 

 

 

 

 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満た

す金利スワップについ

ては、特例処理を採用し

ております。 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

イ ヘッジ手段・・・ 

金利スワップ 

 ロ ヘッジ対象・・・ 

借入金 

 

(3) ヘッジ方針 

市場金利の変動を回避す

る目的で金利スワップを

行っております。 

 

 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 
 
 
 
 
 
 
９ その他四半期財

務諸表 (財務諸
表)作成のための
基本となる重要

な事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―――― 

 

 

 

 

 

 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺のうえ流動負債

の「その他」に含めて表示

しております。 

 

(2) 営業投資有価証券（匿

名組合出資金）の会計

処理 

当社は営業投資有価証

券（匿名組合出資金）の会

計処理を行うに際して、匿

名組合の財産の持分相当

額を「営業投資有価証券」

として計上しております。

匿名組合への出資時に「営

業投資有価証券」を計上

し、匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額につい

ては、「売上高」に計上す

るとともに同額を「営業投

資有価証券」に加減してお

ります。 

 

 

(4)ヘッジの有効性評価の

方法 

金利スワップについて

は特例処理の要件を充足

しているため有効性の評

価を省略しております。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

  

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 営業投資有価証券（匿

名組合出資金）の会計

処理 

  

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 

 

 

 

 

(2) 営業投資有価証券（匿

名組合出資金）の会計

処理 

  

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
 至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
 至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
 至 平成17年９月30日) 

―――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当四半期会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日)）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用方針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありませ

ん。 

―――― 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 

前第１四半期会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年９月30日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

(3) 担保提供資産 
現金及び預金   50,000千円 

対応債務 

営業借入金   350,000千円 

 

(4) 担保に供している資産は以下
のとおりであります。 

「質権の設定」 

資産の種類 帳簿価額 
対応する債

務の金額 

営業貸付金 570,000千 円 
営業借入金 

570,000千 円 

 

 

※２ ―――― 

 

 

 

 

※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

建物         9,597千円 

器具及び備品     9,853千円 

※１ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保提供資産 

   現金及び預金  189,000千円 

   対応債務 

   営業借入金   325,500千円 

 

(2) 担保に供している資産は以下

のとおりであります。 

「質権の設定」 

資産の種類 帳簿価額 
対応する債

務の金額 

営業貸付金 1,455,000千 円 
営業借入金 

1,333,000千円 

 

 

※２ 貸出コミットメント契約 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 

貸出実行残高       －千円 

貸出未実行残高      2,000,000千円 

 

※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

建物         9,009千円 

器具及び備品     9,790千円 

※１ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保提供資産 

   現金及び預金  189,000千円 

   対応債務 

   営業借入金   325,500千円 

 

(2) 担保に供している資産は以下の

とおりであります。 

「質権の設定」 

資産の種類 帳簿価額 
対応する債

務の金額 

営業貸付金 870,000千円 
営業借入金 

830,000千円 

 

 

※２ 貸出コミットメント契約 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 

貸出実行残高       －千円 

貸出未実行残高      2,000,000千円 

 

※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

建物         6,368千円 

器具及び備品     9,319千円 
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(四半期損益計算書関係) 
 

前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

 受取利息           ５千円 

  

  

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

 支払利息       127千円 

 

 

 

 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

    ―――― 

 

 

 

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産    1,492千円 

 

 

※５ 当第１四半期における税金

費用については、簡便法による税効

果会計を適用しているため、法人税

等調整額は、「法人税、住民税及び

事業税」に含めて表示しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

 受取利息          22千円 

 投資事業組合運用益     1,870千円 

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

 支払利息      3,716千円 

 新株発行費     9,645千円 

 社債発行費     11,741千円 

 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損       403千円 

 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

―――― 

 

 

 

 

 ４ 減価償却実施額 

 有形固定資産    3,112千円 

 無形固定資産      93千円 

 

※５ 同左 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

 受取利息         43千円 

投資事業組合運用益     2,197千円 

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息      2,725千円 

 新株発行費     15,492千円 

ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損     5,837千円 

 公開準備費用    24,073千円  

 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

建物除却損     10,202千円 

 工具器具備品除却損   661千円 

 原状回復費      7,922千円 

           18,786千円 

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産    8,667千円 

無形固定資産     375千円 

 

※５ ―――― 
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(リース取引関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

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 

 

１ リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び第１四

半期末残高相当額 

 

取得価額

相 当 額

(千円) 

減価償却 

累 計額 

相 当額 

(千円) 

第 １

四半期末

残高相当額 

(千円) 

建物 1,938 387 1,550 

工具器具備品 11,235 2,247 8,988 

合計 13,174 2,634 10,539 
 

 

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 

 

１ リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 

取得価額

相 当 額

(千円) 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(千円) 

期 末

残高相当額 

(千円) 

建物 1,938 290 1,647 

工具器具備品 11,235 1,685 9,550 

合計 13,174 1,976 11,197 
 

 

 

 

 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

  １年内     2,499千円 

  １年超     8,296千円 

   合計     10,796千円 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

   

１年内     2,468千円 

  １年超     8,932千円 

   合計     11,401千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

  支払リース料    746千円 

  減価償却費相当額  658千円 

  支払利息相当額   140千円 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

  支払リース料   2,238千円 

  減価償却費相当額 1,976千円 

  支払利息相当額   466千円 

 

 

 

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用し

ております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   

  同左 

 

 

 

 

 

 

５ 利息相当額の算出方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法を採用しておりま

す。 

５ 利息相当額の算出方法 

   

  同左 
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(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成16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。 

 

 

当第１四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成17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。 

 

 

前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

(１株当たり情報) 

    四半期連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成17年12月19日発行の第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債

18,500,000千円につきましては、平

成18年１月18日をもって新株予約権

全ての行使が完了いたしました。 

 この結果、平成18年１月18日をも

って、資本金10,553,935千円、発行

済株式総数233,120.79株となりまし

た。 

(2) 発行された株式の種類及び数 
普通株式 28,055.79株 

(端株買取分3.79株を含んでお

ります。) 

(2) 発行総額   18,500,000千円 

(3) 資本金組入額  9,250,000千円 

(4) 新株の配当起算日 

  平成17年10月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 当社は、平成17年10月３日開催

の臨時取締役会決意に基づき、平

成17年12月20日付で、株式分割を

行いました。 

(1) 分割により増加する株式数 

  普通株式 136,710株 

 

(2) 分割の方法 

平成17年10月31日最終の株主名       

簿に記載された株主の所有株式

数を１株につき、３株の割合を持

って分割しております。 

 

当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合における（１株

当たり情報）の各数値は以下のと

おりであります。 

前事業年度 

 １株当たり純資産額 3,629円51銭 

 １株当たり当期純利益 2,042円91銭 

 

当事業年度 

 １株当たり純資産額 16,826円13銭 

 １株当たり当期純利益 4,929円12銭 

 潜在株式調整後１株 

 当たり当期純利益 4,762円81銭 

 

 

２ 当社は、平成17年12月20日開催

の定時株主総会決議に基づき、商

法第280条ノ20及び第280条ノ21

に規定する新株予約権を発行い

たしました。 

 

(2) 新株予約権の目的となる株式の
種類及び数 

当社普通株式3,000株を上限と

します。 

なお、当社が株式分割等により

株式を発行する場合は、未行使

の新株引受権の目的たる株式

数は次の算式により調整し、調

整により生じる１株未満の端

数は切り捨てるものとします。 

調整後株

式数 
＝
調整前株

式数 
×
分割(または併合)

の比率 

 

(2) 新株予約権の総数 

3,000個を上限とします。(新株予約

権１個につき普通株式１株。ただし、 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前項に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の調整を行

う。) 

 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとします。 

 

(4) 新株予約権の行使時の払込金額 

新株予約権１個当たりの払込金 

額は、次により決定される金額

とします。１株当たりの払込金

額は、新株予約権を発行する日

の属する月の前月の各日（取引

が成立していない日を除く）に

おける東京証券取引所における

当社株式普通取引の終値の平均

値に1.05を乗じた金額（１円未

満の端数は切り上げ）とします。

ただし、当該金額は新株予約権

発行日の前日の終値（取引が成

立しない場合はその前日の終

値）を下回る場合は、当該終値

とします。ただし、時価を下回

る価額で、新株を発行する場合

又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使により新株

を発行する場合は除く）は、次

の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げるものとし

ます。 
 

    
(新発行株式数)×(１株あた

り払込金額) 
(既発行株

式数) 
＋

（１株あたり時価） (調整後発行

価額) 
＝
(調整前発行

価額) 
×

(既発行株式数)＋(新発行株式数) 

 
(5) 新株予約権の権利行使期間 

  平成20年１月１日から平成27年

11月30日 

(6) 新株予約権の行使条件 

新株予約権の割当を受けたもの 

は、本新株予約権の権利行使時

においても、当社、当社の子会

社または関連会社の取締役、監

査役または従業員その他これに

準ずる地位にあることを要す

る。但し、任期満了による退任、

定年退職その他これに準ずる正

当な理由のある場合はこの限り

ではない。 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成17年12月２日開催の取締役

会において、商法第280条ノ20及

び第280条ノ21に規定および平

成16年12月３日開催の定時株主

総会の決議に基づき新株予約権

を発行いたしました。 

 

(1) 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

当社普通株式3,000株(注) 

なお、当社が株式分割等により

株式を発行する場合は、未行使

の新株予約権の目的たる株式

数は次の算式により調整し、調

整により生じる１株未満の端

数は切り捨てるものとします。 

調整後株

式数 
＝
調整前株

式数 
×
分割(または併合)

の比率 

 

(2) 新株予約権の総数 

200個(新株予約権１個につき普

通株15株(注)) 

 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとします。 

 

(4) 新株予約権の行使時の払込金額 

  １株当たり 73,334円(注) 

ただし、時価を下回る価格で、

新株を発行または自己株式の処

分を行う場合は、それぞれの効

力発生時の時をもって、次の算

式により払込金額を調整し、調

整の結果生じる1円未満の端数

は切り上げるものとします。 
 

    
(新発行株式数)×(１株あた

り払込金額) 
(既発行株

式数) 
＋

（１株あたり時価） (調整後発行

価額) 
＝
(調整前発行

価額) 
×

(既発行株式数)＋(新発行株式数) 

 

(5) 新株予約権の権利行使期間 

  平成18年12月10日から平成26年

11月30日 

 

(6) 新株予約権の行使条件 

新株予約権の割当を受けたもの 

は、本新株予約権の権利行使時

においても、当社、当社の子会

社または関連会社の取締役、監

査役または従業員その他これに

準ずる地位にあることを要す

る。但し、任期満了による退任、

定年退職その他これに準ずる正

当な理由のある場合はこの限り 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではない。 

 

(注) 当社は平成17年12月20日付け

をもって普通株式１株を３株に分

割しております。なお、上記数値

は調整後の数値であります。 

 

４ 当社は平成17年12月１日開催の

臨時取締役会決議に基づいて、第

１回無担保転換社債型新株予約権

付社債（転換社債型新株予約権付

社債間限定同順位特約付）（以下

「本新株予約権付社債」といい、

そのうち社債のみを「本社債」、新

株予約権のみを「本新株予約権」

という。）の発行をいたしました。 

 

(1) 発行総額 金185億円 

(2) 発行価額 

 本社債の発行価額は額面100円に

つき金100円とし、本新株予約権付

の発行価額は無償とする。 

(3) 払込期日 平成17年12月19日 
(4) 償還価額 額面100円につき                         

金100円 

(5) 償還期限 平成19年12月18日 
(6) 利率 本社債には利息は付さない。 
(7) 本新株予約権の目的となる株式
の種類及び数 

イ. 種類 当社普通株式 
ロ. 数 
本新株予約権の行使により当社

が当社普通株式を新たに発行し

又は当社の有する当社普通株式

を移転（以下当社普通株式の発

行又は移転を「交付」という。）

する数は、行使請求に係る本社

債の発行価額の総額を下記(9)

記載の転換価額で除して得られ

る最大数とする。この場合に１

株の100分の１未満の端数は切

り捨て、現金による調整は行わ

ない。また、１株の100分の１の

整数倍の端数が発生する場合

は、商法に定める端株の買取請

求権が行使されたものとして現

金により精算する。 

(8) 本新株予約権の総数 185個 
(9) 本新株予約権の行使に際して払

い込みをなすべき金額 

イ. 本社債の発行価額と同額とする。 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ. 転換価額は、当初金659,400             

   円とする。ただし、転換価額

は本項第(10)号又は第(11)号

に定めるところに従い修正又

は調整されることがある。 

(10) 転換価額の修正 

  本新株予約権付社債の発行日が

属する暦月の翌暦月以降、毎月

第３金曜日(以下「決定日」とい

う。)の翌取引日以降、転換価額

は、決定日まで(当日を含む)の

５連続取引日(ただし、終値のな

い日は除き、決定日が取引日で

ない場合には、決定日の直前の

取引日までの５連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」とい

う。)の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取

引の毎日の終値(気配表示を含

む)の平均値(円位未満小数第２

位まで算出し、小数第２位を切

り捨てる。)が、当該決定日に有

効な転換価額の120％に相当す

る金額を上回る場合には、当該

平均値に相当する金額（以下「修

正後転換価額」という。）に修正

される。なお、時価算定期間内

に本項第(11)号で定める転換価

額の調整事由が生じた場合に

は、修正後転換価額は、本新株

予約権付社債の社債要項に従い

当社が適当と判断する値に調整

される。ただし、かかる算出の

結果、修正後転換価額が金

329,700円(以下「下限転換価額」

という。ただし、本項第(11)号

による調整を受ける。)を下回る

場合には、修正後転換価額は下

限転換価額とし、修正後転換価

額が金989,100円(以下「上限転

換価額」という。ただし、本項

第(11)号による調整を受ける。)

を上回る場合には、修正後転換

価額は上限転換価額とする。 

(11)転換価額の調整 

転換価額は、本新株予約権付 

社債発行後、当社が当社普通株

式の時価を下回る発行価額又は

処分価額をもって当社普通株式

を新たに発行し、又は当社の有

する当社普通株式を処分する場 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  合(ただし、当社普通株式に転換

される証券もしくは転換できる

証券又は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たものを含

む。)の転換又は行使による場合

を除く。)には、次の算式により

調整される。 
    

(新発行・処分株式数)×(１株

あたり発行・処分価額) 
(既発行株

式数) 
＋

（時価） (調整後転換

価額) 
＝
(調整前転換

価額) 
×
(既発行株式数)＋(新発行・処分株式数) 

  また、転換価額は、当社普通株

式の分割もしくは併合または時

価を下回る価額をもって当社普

通株式に転換される証券もしく

は転換できる証券又は当社普通

株式の交付を請求できる新株予

約権もしくは新株予約権付社債

の発行が行われる場合等にも適

宜調整される。 

(12)新株予約権の行使期間 

平成17年12月20日から平成19年

12月17日まで 

(13)資金の使途 

  手取概算額18,485百万円につい

ては、10,000百万円を当社がス

イスならびに英国領バミューダ

に設立する再保険会社グループ

の資本に充当し、残額を当社プ

リンシパルファイナンス業務に

おける投融資資金に充当するよ

ていであります。 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 当社は、平成17年12月１日開催

の取締役会において、下記の通

り再保険会社グループを資本総

額100億円をもって設立し、信用

補完業務の強化ならびに再保険

引受業務を開始する目的として

決議いたしました。 

 

会社の概要 

(ア) ホールディングカンパニー 

 商号   ：Stellar Capital AG 

 代表者  ：パトリック・バン・

ゲイゼル・ケラート 

 事業内容 ：信用補完供与・投資

運用 

 所在予定地：スイス チューリッヒ 

 設立予定日：2006年２月中 

 資本の額 ：100億円 

 出資比率 ：当社 100％ 

 

(イ) 再保険会社 

 商号   ：Stellar Re. Limited 

 代表者  ：パトリック・バン・

ゲイゼル・ケラート 

 事業内容 ：火災保険・家財保障

等の再保険引受・投

資運用 

 所在予定地：英国領バミューダ 

 設立予定日：2006年２月中 

 資本の額 ：15億円 

 出資比率 ：Stellar Capital AG 

100％ 

 

 

 


