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平成18年９月期 個別中間財務諸表の概要            

平成18年５月12日 

上 場 会 社 名 フィンテックグローバル株式会社  上場取引所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 8789  本社所在都道府県 東京都 

 (URL http://www.fgi.co.jp/)    

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 玉井信光   

問合わせ先責任者 役職名 取締役財務部長 氏名 杉本 健 TEL03(5733)－2121  

決算取締役会開催日 平成18年５月12日  中間配当制度の有無    有 

   単元株制度採用の有無   無 

 

1. 平成18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 

 (1) 経 営 成 績 （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18年３月中間期 2,853 ( 222.1)

 ) 
2,219 ( 318.7) 2,076 ( 293.8) 

17年３月中間期 885 (  － ) 530 (  － ) 527 (  － ) 

17年９ 月 期 2,463 (160.7) 1,649 (272.8) 1,603 (245.8) 

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益  

 百万円 ％  円 銭  
18年３月中間期 1,224 ( 315.2) 5,630 08 
17年３月中間期 294 (  － ) 4,839 70 

17年９ 月 期 930 (162.7) 14,787 51 

 

 
 (注) ① 期中平均株式数 18年３月中間期 217,526 株 17年３月中間期 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株当たり中間（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 会計処理の方法の変更  有 

    ③ 平成17年３月期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成17年３月期の対前年中間期増減率につきま

しては該当事項がないため記載しておりません。 
    ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は対前年中間期増減率を示してお

ります。 
    ⑤ 株式分割が前年期首に行われた場合の１株当たり中間(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３月中間期 5,630円 08銭 17年３月中間期 1,613円 23銭 17年９月期 4,929円 12銭 
 
 
 (2) 配 当 状 況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金  

 円 銭  円 銭 
18年３月中間期 0 00  － 
17年３月中間期 0 00  － 

17年９ 月 期  － 5,400 00 

 

 
 (3) 財 政 状 態 

 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３月中間期 57,159 22,803 39.9 97,667 59 
17年３月中間期 4,542 958 21.1 15,728 25 

17年９ 月 期 8,015 3,449 43.0 50,478 39 
 
 (注) ① 期末発行済株式数 18年３月中間期 233,477 株  17年３月中間期 60,950 株 17年９月期 68,335 株 

    ② 期末自己株式数    18年３月中間期    3.79 株  17年３月中間期    － 株 17年９月期    － 株 
    ③ 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３月中間期 97,667円 59銭 17年３月中間期 5,242円 75銭 17年９月期 16,826円 13銭 
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2. 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 
期  末  

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 
通     期 7,853 5,670 3,118 3,933 00 3,933 00 
 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）13,358円60銭 

＊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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。 
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 中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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  909,721   8,148,283   1,678,298  

２ 売掛金   1,377   4,908   13  

３ 営業投資有価証券   203,206   339,510   383,030  

４ たな卸資産   25   606   164  

５ 営業貸付金 ※1.2  3,092,000   37,353,589   5,364,000  

６ その他   88,102   376,985   122,184  

流動資産合計   4,294,431 94.5  46,223,883 80.9  7,547,691 94.2 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※3          

(1) 建物   33,057   50,943   55,364  

(2) 器具及び備品   11,024   13,559   11,492  

有形固定資産合計   44,082   64,502 0.1  66,856 0.8 

２ 無形固定資産   1,398   1,095 0.0  1,283 0.0 

３ 投資その他の資産           

(1) 関係会社株式   －   10,569,316   －  

(2) その他   206,621   300,886   403,428  

  貸倒引当金   △3,690   －   △3,690  

投資その他の資産 
合計 

  202,930   10,870,202 19.0  399,737 5.0 

固定資産合計   248,411 5.5  10,935,800 19.1  467,877 5.8 

資産合計   4,542,843 100.0  57,159,684 100.0  8,015,569 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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   31,662   29,435   37,198  

２ 短期借入金   63,000   27,375,000   460,000  

３ 営業借入金 ※1  2,990,600   4,627,175   3,067,200  

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

  41,136   170,256   38,640  

５ 未払法人税等   223,921   914,456   649,891  

６ 賞与引当金   8,331   25,035   15,557  

７ その他   118,537   890,526   216,213  

流動負債合計   3,477,188 76.5  34,031,885 59.5  4,484,700 56.0 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   71,876   301,620   53,408  

２ 退職給付引当金   3,791   3,093   2,370  

３ その他   31,350   19,950   25,650  

固定負債合計   107,017 2.4  324,663 0.6  81,428 1.0 

負債合計   3,584,206 78.9  34,356,549 60.1  4,566,129 57.0 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   550,385 12.1  10,555,135 18.5  1,303,735 16.3 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金  －   10,351,900   1,101,900   

   資本剰余金合計   － －  10,351,900 18.1  1,101,900 13.7 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 中間(当期) 
  未処分利益 

 408,251   1,899,478   1,043,805   

利益剰余金合計   408,251 9.0  1,899,478 3.3  1,043,805 13.0 

Ⅳ 自己株式   － －  △3,379 △0.0  － － 

資本合計   958,636 21.1  22,803,135 39.9  3,449,440 43.0 

負債及び資本合計   4,542,843 100.0  57,159,684 100.0  8,015,569 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   885,714 100.0  2,853,219 100.0  2,463,575 100.0 

Ⅱ 売上原価   153,190 17.3  160,972 5.6  306,421 12.4 

売上総利益   732,523 82.7  2,692,246 94.4  2,157,153 87.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   202,278 22.8  472,332 16.6  507,491 20.6 

営業利益   530,245 59.9  2,219,914 77.8  1,649,662 67.0 

Ⅳ 営業外収益 ※1  1,458 0.1  1,305 0.0  3,076 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※2  4,369 0.5  144,647 5.0  48,763 2.0 

経常利益   527,334 59.5  2,076,572 72.8  1,603,975 65.1 

Ⅵ 特別損失 ※3  18,786 2.1  － －  18,786 0.8 

税引前中間(当期) 
純利益 

  508,547 57.4  2,076,572 72.8  1,585,188 64.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

 219,727   881,214   698,419   

法人税等調整額  △6,159 213,567 24.1 △29,324 851,890 29.8 △43,764 654,655 26.5 

中間(当期)純利益   294,979 33.3  1,224,682 43.0  930,533 37.8 

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

中間(当期)未処分 
利益 

  408,251   1,899,478   1,043,805  
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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。 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

(1) 有価証券 

①子会社株式 

同左 

 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「６ その他中間

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。 

②その他有価証券 

 時価のないもの 

同左 

②その他有価証券 

 時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

時価法を採用しており

ます。 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) 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 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) 無形固定資産 

  定額法を採用しており

ます。なお、自社利用

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 

  均等償却を採用してお

ります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

建物    ８～15年 

器具及び備品４～20年  

(2) 無形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

  同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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 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、当中間会計期

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、期末要支給

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。 

４ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

 

  同左   同左 

５ 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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (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 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

 (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。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 (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。 

 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(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。 

(1) 消費税等の会計処理 

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 

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。 

(2) 営業投資有価証券(匿

名組合出資金)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 

 



ファイル名：中間短信個別 更新日時：5/12/2006 2:42:00 PM 印刷日時： 最終印刷日時：5/12/2006 2:56:00 PM 

― 48 ― 

 

会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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 

当中間会計期間から｢固定資産の

減損に係る会計基準｣(｢固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書｣(企業会計審議会 平成14年

8月9日))及び｢固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針｣(企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準指針第6号)を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― 

 

表示方法の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)により、証券取引法第２条第２項におい

て、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への

出資を有価証券とみなすこととされたことに伴い、匿

名組合契約による出資金は、前期まで「営業匿名組合

出資金」として表示しておりましたが、当中間会計期

間より「営業投資有価証券」として表示しておりま

す。 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「関係会社株式」は当期に

おいて総資産額の５/100を超えたため、区分掲記する

こととしました。なお、前中間会計期間における「関

係会社株式」は67百万円であります。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
 

前中間会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年３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 

 (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 344,700千円
 

※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 306,300千円
 

※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 
870,000千円 

 

 (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 1,085,000千円 
営業借入金 
687,000千円 

 

 (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 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 1,000,000千円 

貸出実行残高     227,000千円 

貸出未実行残高    773,000千円 

 

※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

   建物     2,233千円 

   器具及び備品 8,296千円 

 

※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     11,649千円 

器具及び備品 10,379千円 

 

※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 

   

 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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 14千円
投資事業組合 
運用益 

1,095千円
 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 864千円
 
 

 

※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 698千円
デリバティブ 
評価損 

2,141千円

公開準備費用 1,000千円
 

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

    支払利息   19,027千円 

    新株発行費  87,378千円 

    シンジケートローン手数料 25,384千円 

    社債発行費  11,741千円 
 
 

 

 

※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 
デリバティブ 
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
器具及び備品 
除却損 

661千円

原状回復費 7,924千円

 18,786千円
 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

    ―――― 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

建物除却損 10,202千円
器具及び備品 
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 3,509千円

無形固定資産 187千円
 

  

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,340千円

無形固定資産 187千円
 

  

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
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（リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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、

減価償却累計額及び中間期末残

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） 

中間 
期末残高 
相当額 
（千円） 

建物 1,938 96 1,841 

器具及び 
備品 

11,235 561 10,673 

合計 13,174 658 12,515 

  

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額及び中間期末残

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） 

中間 
期末残高 
相当額 
（千円） 

建物 1,938 484 1,453 

器具及び 
備品 

11,235 2,808 8,426 

合計 13,174 3,293 9,880 

  

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額及び期末残高相

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 

11,235 1,685 9,550 

合計 13,174 1,976 11,197 

  
２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 2,407千円

 １年超 10,182千円

  合計 12,590千円
 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 2,531千円

 １年超 7,651千円

  合計 10,182千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

 １年内 2,486千円

 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 162千円
 

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 1,492千円

 減価償却費相当額 1,317千円

 支払利息相当額 273千円
 

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 

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 

５ 利息相当額の算出方法 

同左 

 
 
 

(有価証券関係) 

前中間会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

当中間会計期間において、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) 

当事業年度において、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) 

中間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) 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 当社は、平成17年６月８日に株式

会社東京証券取引所マザーズ市場に

上場いたしました。 

 株式上場に当たり、平成17年５月

９日及び平成17年５月20日開催の取

締役会において、下記の通り新株式

の発行を決議し、平成17年６月７日

払込が完了いたしました。 

 この結果、平成17年６月７日付け

で資本金1,289,885千円、発行済株

式総数は、66,950株となりました。 

(1) 発行する株式の種類及び数 

  普通株式  6,000株 

(2) 募集方法 

  ブックビルディング方式による

募集 

   １株当たりの発行価格 

330,000円 

   １株当たりの引受価額 

306,900円 

   １株当たりの発行価額 

   (商法上) 

246,500円 

   １株当たりの資本組入額 

123,250円 

   払込金総額 

1,841,000千円 

(3) 発行価額の総額 

1,479,000千円 

(4) 資本組入額の総額 

739,500千円 

(5) 払込期日 

平成17年６月７日 

(6) 配当起算日 

平成17年４月１日 

(7) 資金使途 

   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及び

今後計画している子会社展開に

おいての投資資金に充当する予

定であります。 

１ 当社は、平成18年３月31日開催

の取締役会決議に基づいて、第２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１において

「第２回新株予約権付社債」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100億円 
(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18年４月18日 
(4) 償還価額  
 額面100円につき金100円 

(5) 償還期限 平成20年４月17日 
(6) 利率 本社債に利息は付さない 
(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 100個 
(9) 本新株予約権の行使に際して払
込をなすべき額 

イ．本社債の発行価額と同額とする。 

転換価額は、当初金900,000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。 

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。 

 

(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、前項に定める株式の数の調整を 
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前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

  (10)転換価額の修正 

 平成18年７月21日以降、毎月第３

金曜日（以下１において「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１に

おいて「時価算定期間」という。な

お、｢取引日｣とは、株式会社東京証

券取引所において当社普通株式の普

通取引が行われる日をいう。（以下

同じ。）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

な転換価額を下回る場合または当該

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１に

おいて「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

転換価額の調整時由が生じた場合に

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

価額が平成18年７月21日（以下１に

おいて「基準決定日」という。）

（当日を含む。）までの5連続取引

日（ただし、終値のない日は除き、

基準決定日が取引日でない場合に

は、基準決定日の直前の取引日まで

の5連続取引日とする。）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。）の50％

に相当する金額（以下１において

「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

転換価額が基準決定日（当日を含

む。）までの5連続取引日（ただ

し、終値のない日は除き、基準決定

日が取引日でない場合には、基準決

定日の直前の取引日までの5連続取

引日とする。）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。）の150％に相当する

金額（以下１において「上限転換価 

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。ただし、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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前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

  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。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数から、当社

の有する当社普通株式を控除した

数とする。 
    

(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18年４月19日から平成20年４

月16日まで 

(13) 資金の使途 

 プリンシパルファイナンス業務の

投融資資金に充てるため借り入れた

短期借入金の返済に充当する予定で

あります。 

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の規定および

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。ただし、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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前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

  ２ 当社は、平成18年３月31日開催

の取締役会決議に基づいて、第３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２において

「第３回新株予約権付社債」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200億円 

(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18年４月18日 
(4) 償還価額  
 額面100円につき金100円 

(5) 償還期限 平成20年４月17日 
(6) 利率 本社債に利息は付さない 
(7) 本新株予約権の目的となる株式
の種類及び数 

(ア)種類 当社普通株式 

(イ)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 200個 
(9) 本新株予約権の行使に際して払
込をなすべき額 

イ．本社債の発行価額と同額とする。 

ロ．転換価額は、当初金900,000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。 

 

(注) 当社は平成17年12月20日付を

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

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
込をなすべき金額 

イ. 本社債の発行価額と同額とする。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

  (10) 転換価額の修正 

 平成18年10月20日以降、毎月第３

金曜日（以下2において「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2にお

いて「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

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

価額を下回る場合または当該決定日

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２において

「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、修正後転換価額が平

成18年10月20日（以下２において

「基準決定日」という。）（当日を

含む。）までの5連続取引日（ただ

し、終値のない日は除き、基準決定

日が取引日でない場合には、基準決

定日の直前の取引日までの5連続取

引日とする。）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。）の50％に相当する金

額（以下2において「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、修正後転換価額が基準決

定日（当日を含む。）までの5連続

取引日（ただし、終値のない日は除

き、基準決定日が取引日でない場合

には、基準決定日の直前の取引日ま

での5連続取引日とする。）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。）の

150％に相当する金額（以下2におい

て「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。 

 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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前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

  (11) 転換価額の調整 

 転換価額は、本新株予約権付社債の

発行後、当社が時価を下回る発行価額

または処分価額をもって当社普通株式

を新たに発行しまたは当社の有する当

社普通株式を処分する場合（ただし、

当社普通株式に転換される証券もしく

は転換できる証券または当社普通株式

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。）の転換または行使による場合を

除く。）には、次に定める算式により

調整される。なお、次の算式において

「既発行株式数」は、当社の発行済普

通株式数から、当社の有する当社普通

株式数を控除した数とする。 
    

(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または

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18年４月19日から平成20年４月

16日まで 

(13) 資金の使途 
 プリンシパルファイナンス業務の投

融資資金に充てるため借り入れた短期

借入金の返済に充当し、残額を同業務

の投融資資金に充当する予定でありま

す。 

  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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前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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18年４月27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17年12月20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650株 

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 

650個(新株予約権１個につき普

通株式１株) 

(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 729,894円 

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、当社及び当社の子会社

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。 

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％ 

 

 


