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平成18年９月期 中 間 決 算 短 信（連結） 
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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    

米国会計基準の採用 無    

      

1. 平成18年３月中間期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 
 (1) 連 結 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 2,892 ( 226.6) 2,129 ( 300.6) 1,991 ( 276.9) 
17年３月中間期 885 (  － ) 531 (  － ) 528 (  － ) 

17年９ 月 期 2,463 (160.7) 1,617 (266.1) 1,571 (239.6) 

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益 
潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり中間(当期)純利益 

百万円  ％ 円 銭 円 銭 
18年３月中間期 1,159 ( 292.1) 5,330 50 4,830 40 
17年３月中間期 295 (  － ) 4,851 27 －  

17年９ 月 期 908 (157.5) 14,439 89 13,952 54 
 
 (注) ① 持分法投資損益  18年３月中間期 － 百万円  17年３月中間期 － 百万円  17年９月期 － 百万円 
    ② 期中平均株式数(連結) 18年３月中間期 217,525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。 
    ③ 会計処理の方法の変更  有 
    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 5,330円 50銭 17年３月中間期 1,617円 09銭 17年９月期 4,813円 25銭 
 
 (2) 連 結 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 58,019 22,713 39.1 97,284 83 
17年３月中間期 4,540 958 21.1 15,731 73 

17年９ 月 期 8,042 3,427 42.6 50,151 07 

 (注) 期末発行済株式数（連結）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 
    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 97,284円 83銭 17年３月中間期 5,243円 91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３月中間期 △27,596 △6,278 45,321 13,113 
17年３月中間期 177 △139 142 902 

17年９ 月 期 △1,038 △376 2,352 1,659 

 
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
 連結子会社数 ６社 持分法適用非連結子会社数  －社 持分法適用関連会社数  －社 
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 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
 連結(新規)  ４社   (除外)  －社  持分法(新規)  －社   (除外)  －社 
 
 
 
 
2. 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 
通   期 8,268 5,557 2,938 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）12,585円35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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１ 企業集団の状況 

   当社の企業集団は、当社及び連結子会社６社並びに持分法非適用関連会社２社で構成され事業活動を展開してお

ります。広範囲で多種多様なサービスを提供する巨大銀行に対し、当社はストラクチャードファイナンス業務を中

心に、より高度で専門的な投資銀行業務を展開しております。 

当社の企業集団が営んでいる事業内容と当社の企業集団を構成する子会社及び関連会社の当該事業活動に係わる

位置づけは、次の通りであります。 

 

【 投 資 銀 行 事 業 】 

（１）投資銀行業務 

①アレンジメント業務 

資産流動化のストラクチャードファイナンス案件を実行するための「仕組み」の策定、投資家等プロジェクト参

加者の招聘及び意見調整、法的・会計的・税務的な視点からの検証等、様々な案件を具体化し組成します。なかで

も「証券化」は主要プロダクツのひとつで、近年は「金銭債権証券化」及び当社の戦略的ヒット商品である「開発

型証券化」等があります。当社売上は「業務委託契約に基づくアレンジメント手数料」として案件実行時点に計上

いたします。ほとんどの場合が成功報酬となっております。 

②プリンシパルファイナンス業務 

当社自身が資金供給者（投資家またはレンダー）として、当社のアレンジしたストラクチャードファイナンス案

件に対して投融資（匿名組合出資・メザニンローンなど）を行います。これまで当社は限定された資金力の範囲で

プリンシパルファイナンス業務を行うに留まり、いわばインベストメントバンクとして片輪走行でありながらも着

実に収益を重ねてきました。現在は上場による資金力強化を背景に、自ら組成した案件への投融資等を通じて付加

的な収益機会が増大しております。当社の売上は営業貸付金からの金利収入・ローン手数料及び匿名組合からの利

益配当金となります。 

③その他投資銀行業務 

当社は、本格的な投資銀行を目指すべく子会社や関連会社の設立を積極的に行ってきました。そのうち以下のよ

うな、証券業務、プライベートエクイティ業務、Ｍ＆Ａ業務などの投資銀行業務を行う会社をその他投資銀行業務

として分類しております。 

フィンテック グローバル証券株式会社は、１）海外の高利回りファンドを国内の機関投資家に販売すること、

２）株式会社 JBFinTech Capitalが組成するプライベートエクイティファンドを国内外の投資家に販売すること、

３）当社のプリンシパルローン債権を証券化し債券として販売すること等を業務目的としております。 

株式会社JBFinTech Capitalは投資ファンドの管理・運用業務を行います。 

 

（２）信用補完業務 

 信用補完とは、証券化や各種ストラクチャードファイナンスの仕組み上に存在するファイナンスリスクを「保

証」などの形態にて保険会社に引受させ、仕組みの安定化を図るといった欧米で発達したキャピタルリスク・ソリ

ューションのことであります。この信用補完を案件組成に取り入れることにより、仕組みの安定化が図れ、結果と

して証券化コストが安価になるケースや今まで証券化不能であったものが組成可能となるケースもあります。当社

では欧州最大の保険ブローカーである英国ジェイエルティ・リスクソリューションズリミテッドと当社との合弁会

社（フィンテックキャピタルリスクソリューションズ株式会社）を利用することにより信用補完業務を遂行してお

ります。 

 

（３）その他業務 

当社がアレンジした開発型証券化、流動化案件等におけるＳＰＣの事務委託業務（案件期間中の不慮の場合の契

約内容変更、協議事項が発生した場合の通知役やキャッシュマネジメント業務）を受託しております。 

これまで当社は、不動産に関する収益機会が散見されたにもかかわらず逃しておりましたために、当該収益機会

を確実に獲得すべくフィンテック リアルエステート株式会社を位置付け、不動産ファンドへのエクイティ投資等か

ら利益配当等の収益を計上いたします。 

株式会社イントラストは、当社の親密先である大手賃貸住宅管理会社の管理物件に入居するテナントからの滞納

家賃保証システムを提供いたします。株式会社イントラストが保証する滞納家賃保証は、当社子会社である Stellar 

Capital AGが再保証先となり、当社グループ全体で顧客にとってのワンストップ体制を構築いたしております。 
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【 再 保 険・保 証 事 業 】 

昨年12月に実行した資金調達を利用し、スイスとバミューダに再保険会社グループを設立いたしました。 

スイスに所在する Stellar Capital AGは、当社がアレンジメントする証券化案件の中から選別して信用補完を供

与いたします。これにより当社の組成に関する時間が短縮されるばかりでなく、アレンジャーである当社のグルー

プ企業である Stellar Capital AGが信用補完を供与することにより、組成するスキームの安定度が増す効果が出ま

す。 

バミューダに所在する Stellar Re. Limitedは、当社の親密先である大手賃貸住宅管理会社が保有する家財保障

保険の再保険を引き受けます。現在は、当社の親密先が抱える 140万件の再保険を更新のタイミングで移管し再保

険を引き受けていくことになっております。一定率を超える損害や一定額を超える損害の発生等による保険金の支

払は再々保険をかけることによりリスクヘッジしており、このような火災保険・家財保障等の優良な保険リスクの

再保険引受体制を構築することにより、グループ全体での事業領域と収益機会がさらに拡大しております。 

 

 

以上の関連を図示すると次の通りであります。 

 

 

（注）図の内容は平成18年３月31日現在の状況であります。 

 

 

 

          （不動産事業協働）  ＜投資銀行業＞  （信用補完業協働） 

 

 

（不動産業務）                                           （再保険業務） 

 

 

 

（再保険業務協働） 

                          （プレースメント部門協働）                  

 

            

（投資ファンド管理・運用業務）           （証券業務）               （賃貸保証関連業務） 

 

 

（注） *：連結子会社

フィンテック グローバル㈱ 
Stellar Capital AG* 

(Stellar Re. Limited)* 
フィンテック リアルエステート㈱* 

フィンテック グローバル証券㈱* ㈱イントラスト* ㈱JBFinTech Capital 

（販売業務協働） 
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２ 経営方針 

(１)会社の経営の基本方針 

当社の事業は、投資銀行事業及び再保険事業により成り立っております。 
投資銀行事業においては、ストラクチャード ファイナンス分野における案件のアレンジメント（組成）を専門的に受託
する投資銀行業務と、各種金融取引におけるファイナンスリスクを国内外の保険市場に移転させていくという「金融と

保険の融合業務」である信用補完業務、およびこれらに付帯するその他業務の３つから構成されています。これら３業

務の総合力によって、顧客の財務メリットの最大化を実現することが、当社のコア・コンピタンスです。 
現在、ストラクチャード ファイナンス分野においては、減損会計の適用や、企業資産のオフバランスニーズの高まり
とともに、依然として不動産証券化関連プロダクツの好調、金銭債権の証券化に対する要望の多様化など、当社を取り

巻く事業環境は整っているといえます。今後も、当社が継続して成長するためには、何よりも新しい金融技術の取得と

新規金融プロダクツの開拓を模索していく必要があります。そのため、法務・会計・税務・統計学・数学などの分野を

包括する金融技術の新たな展開を注視しつつ、それら技術の習得、金融プロダクツとしての製品化のため、常に先端的

革新的な金融技術を保持し続ける努力を継続する方針です。 
 

(２)会社の利益配分に関する基本方針 

当社が営む投資銀行業務は本質的に高収益体質を有しております。その観点に立てば業績好調時において高配当をも

って株主の皆様に利益を還元させていただくのは経営をお預かりする身として当然の留意事項であると思料しておりま

す。 

当社が属しております投資銀行業界をワールドワイドな視点より俯瞰いたしますと一般的には非常に高い配当性向に

よる配当が実施されております。しかしながら、当社の現状における事業規模ならびに拡大基調を勘案いたしました結

果、将来的には欧米金融機関並みの配当性向による実施を視野にいれつつ、配当性向は 40％を目処にする方針でありま

す。なお、期末配当額は現時点において期末における発行済株式数が未確定のため変更ありません。最終的に確定した

段階で公表させていただきます。また、会社法施行後における配当支払いに関する対応につきましては、現段階で未検

討でございます。 

 

(３)投資単位の引下げに関する考え方及び方針 

 当社では、株式市場での流動性を高め、できるだけ多くの投資家の方に当社株式を保有していただくため、投資単位

の引下げについて株式市況等を勘案しながら見直しを適宜実施していくことを基本方針としております。その方針のも

と、平成17年12月に株式１株につき３株の分割を実施しております。 

 

(４)目標とする経営指標 

当社の経営指標の特徴は、売上高総利益率及び経常利益率の高さにあります。当社のもつ「金融技術」への需要は大

きく、売上高の拡大基調は続いており、売上高総利益率 90％を目指しております。また、お預かりしております資本の

重要性を鑑みＲＯＥ15％を目標とし、有利子負債の上昇を抑制するために自己資本比率を 40％の水準まで回復させ維持

する所存です。 

 

(５)中長期的な会社の経営戦略 

①主力プロダクツについて 

 現在、当社の主力プロダクツは不動産証券化関連、特に開発型証券化であります。ファンド系の開発型証券化が単な

る「青田買い」であるのに対して、当社アレンジのものは出口（竣工後売却先）を決めない完全なるプロジェクトファ

イナンス型であることがデベロッパーの支持を集めております。開発型証券化は経済環境の変化に強いと分析しており

ます。不動産市況の不調期におきましても開発資金需要は存在し、むしろ金融機関の資金供出緊縮時期においては強み

を発揮します。当社人員の拡充によるアレンジメント処理能力の向上により主力プロダクツである不動産関連のアレン

ジメント案件取得に向け積極的な新規開拓が可能となっており、引き続き拡販方針をとってまいります。 

②派生プロダクツについて 

当社がアレンジメントを行った開発型証券化案件について、一棟投資用マンション等の竣工予定件数が蓄積されてお

ります。今後、収益不動産流動化や私募投資ファンド組成など、開発型証券化から派生する事業機会は多く、今後も不

動産関連の当社プロダクツは事業の柱の一つとして存立しえると思料しております。 

③新規プロダクツの開発 

当社知名度の向上等により、以前と比較して多種多様なストラクチャードファイナンスの組成依頼が持ち込まれてお
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ります。現在、主要プロダクツの堅調さによって事業基盤は整えられており、一部の人的資源などの経営資源を新規プ

ロダクツの開発へ振り分け、新たなるヒット商品を生み出したいと考えております。 

  

(６)会社の対処すべき課題 

①プリンシパルファイナンス債権の証券化プログラムの稼動について 

プリンシパルファイナンスの積極的な実行と総資産の圧縮（ROA低下防止・負債の増加抑止）を両立させ、かつ増収確

保を図るべくプリンシパルファイナンス債権の証券化プログラムの稼動を企図いたします。 

  
②新規プロダクツの開発について 

 今後当社が継続して成長するために、現状にとどまることなく新しい金融技術の取得と新規プロダクツの開発を模索

していきたいと考えております。現在では当該業務専任の営業企画担当者を配置し、金融サービスプロダクツの開発製

造業として多くのパートナーのニーズに応えるべく、新たなビジネスを模索・推進し、営業基盤の拡充を図ってまいり

ます。 

  
③人材の確保について 

 当社業務は、高度なノウハウを必要とする特殊な業種でありますので、中途採用者の中にも経験者は少数であるため

に、当社内の人材教育体制が重要となります。現在、当社においては徹底したＯＪＴ方式による教育体制を採用してお

り、新入社員、中途社員共に順調に育っておりますが、当社が今後継続して成長するためには、引き続き優秀な人材の

確保が必要となります。中途採用については業務経験者にとらわれることなく、新卒採用についても積極的に採用活動

を継続することによって人員体制の拡充を図り、課題に対処してまいります。 

  
④組織について 

当社は現在急成長の途上にあり、組織や人材についても急激に拡充を図っております。その中で、内部統制システム

を充実させインベストメントバンクとしてのリスク管理を徹底させるため、コーポレート・ガバナンス及びコンプライ

アンス体制のより一層の拡充を図ってまいります。 

 

（６）事業等のリスク 

以下に、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載いたします。また、必ずし

も事業上のリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、

投資者に対する情報開示の観点から記載しております。文中における将来に関する事項は、平成 18年５月 12日現在に

おいて当社が判断したものであります。 

 

① 小規模組織であることについて 

当社は、本日現在において、取締役７名、監査役３名、従業員 43名（内受入出向者等５名）と組織が小さく、内部管

理体制も当該組織規模に応じたものとなっております。今後も事業拡大に伴い人員増強を図っていく方針であり、内部

管理体制もそれにあわせて強化・充実させていく予定であります。しかしながら、採用活動が計画通り進行しない場合、

事業規模に適した組織体制の構築に遅れが生じ、その結果、当社の業務遂行及び業務拡大に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  
② 人材の確保・維持 

当社業務は、高度なノウハウを必要とする特殊な業種でありますので、当社の成長速度に伴い、人材を確保すること

が経営上の重要な課題となっております。今後の事業拡大に伴い、積極的に優秀な人材を採用、社内教育をしていく方

針ですが、現在在職している人材が一度に流出するような場合、または当社の求める人材が十分に確保できなかった場

合には、今後の事業展開も含めて事業拡大及び将来性に影響を及ぼす可能性があります。 

  
③ 法的規制について 

当社グループは、投資銀行本部にて取扱う資産流動化取組につき、ストラクチャリング次第では、現在以下のとおり

法的規制を受けているまたは受ける可能性があります。今後の立法・行政の一環として法規制の改廃や当局の解釈の変

更等が当社グループの行える業務の範囲、業務を行うに際して必要となるコストや取らなくてはならないリスクに変更

を生じさせ、業績及び事業の継続に影響を及ぼす可能性があります。また、法令または解釈の変更やストラクチャリン
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グの変更などにより、下記の諸法令で要求される許認可等を新規に取得する際には、追加の人材の確保、ファイアーウ

ォールの構築その他のコンプライアンスコストが必要になることが予想されます。さらに、これらの法律や民法の一般

原則に従い、重大な虚偽または誤認表示に対する責任、アドバイスが不正確であったことに伴う責任が発生することも

考えられます。実際に当社に過失がなかった場合にも、これらのクレームが寄せられることにより、多額の訴訟費用を

負担するリスク、名声上のリスクが発生する可能性があります。これらの法律の違反により、当社が罰金、営業の停止、

許認可の取消などの処分を受けるリスクも考えられます。 

「資産の流動化に関する法律」 

「不動産特定共同事業法」 

「投資信託及び投資法人に関する法律」 

「宅地建物取引業法」 

「貸金業の規制等に関する法律」 

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 

「証券取引法」 

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」 

「金融商品販売法」 

「信託業法」 

「保険業法」 

（尚、「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」は平成16年12月に廃止済み） 

また、当社は「貸金業の規制等に関する法律」第２条に基づく貸金業者登録（登録番号：東京都知事(１)第 28474

号）を受け、投資銀行本部にて取り扱う資産流動化取組の一環として融資業務を行っており、現在当社の有している登

録の有効期間は平成16年４月29日から平成19年４月28日となっております。 

なお、「貸金業の規制等に関する法律」第６条、第 37条及び第 38条に登録拒否事由及び登録取消事由が定められてお

りますが、現時点において、当社はこれらの登録の拒否、取消または更新欠落事由に該当する事実はないと認識してお

ります。しかしながら、将来、何らかの理由により登録の取消があった場合には、当社の事業活動に支障をきたすとと

もに業績に影響を与える可能性があります。 

   
④ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

 当社は、平成 13年 12月25日の定時株主総会の特別決議に基づき、当社取締役及び従業員ならびに認定支援者に対し

て「商法等の一部を改正する法律」（平成 13年法律第 128号）による改正前の商法第 280条ノ 19の規定の新株引受権

を、また、平成16年６月16日の臨時株主総会の特別決議ならびに平成16年12月１日および 12月 14日の取締役会決

議に基づき、当社の役員及び従業員ならびに子会社または関連会社の役員に対して、そして平成 16年 12月３日の定時

株主総会の特別決議および平成 17年 12月２日の取締役会議に基づき、当社の役員及び従業員に対して、商法第 280条

ノ 20及び商法第 280条ノ 21の規定に基づく新株予約権を付与しております。今後も本制度を継続する方針であり、現

在付与している新株予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。なお、平成 18年

５月 12日現在における発行済株式総数 233,480株に対し新株予約権による潜在株式数は 20,075株となっております。

この新株予約権の権利行使の条件については、当社と新株予約権付与対象者の間で締結した「新株予約権付与契約書」

に定められております。 
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⑤ 業績及び財政状態の推移について 

当社の過去５年間においての業績推移は下記のとおりであります。 

期 別 

  
区 別 

第７期 

(平成13年9月期) 

第８期 

(平成14年9月期) 

第９期 

(平成15年9月期) 

第10期 

(平成16年9月期) 

第11期 

(平成17年9月期) 

売 上 高       (千円) 173,595 5,000 195,255 945,051 2,463,575 

経常利益または 

経常損失(△)   (千円) 
△9,710 △156,926 △21,609 463,834 1,603,975 

当期純利益または 

当期純損失(△) (千円) 
△8,175 △158,772 △73,223 354,215 930,533 

資本金     (千円) 59,385 169,385 230,385 550,385 1,303,735 

総 資 産     (千円) 152,536 214,375 137,501 1,480,205 8,015,569 

純 資 産     (千円) 50,438 1,665 △10,558 663,657 3,449,440 

従業員数〔外、平均臨 

時雇用者数〕   (名) 

３ 

〔１〕 

10 

〔１〕

８ 

〔１〕 

11 

〔２〕

23 

〔４〕 

（注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 連結財務諸表は第９期から作成しているために、提出会社の業績推移のみを記載しております。 

  
 当社業務は第８期より株式の上場を目標とし、業務体制の拡充整備に入りました。それまでは、当社代表取締役社長

である玉井信光、および当社取締役会長の藤井健の実質２名にて運営されていた企業であり、第７期の売上高に見られ

るように年間１～２件の大型案件組成によって成り立つ企業でありました。第８期に人員・営業拡充に乗り出したもの

の、証券化案件には６ヶ月から１年を要すものも多くあり、案件の消滅等も発生した結果、第８期においては大幅な赤

字を計上する結果となりました。この第二創業期ともいえる苦しい時期を乗り越えたメンバーを中心に現在の当社業務

は推進されており、売上体質の安定化を図るために多くの案件を同時並行して、効率よく組成遂行できる体制の整備に

取組んでまいりました。第 10期以降におきましては、既存顧客からのリピート案件が安定的にあったことや新規顧客の

開拓が比較的順調に推移している結果、大幅な増収を実現するとともに、当社の引受体制の効率化により利益率も改善

されました。したがって、今後の当社の業績等を判断する材料として、過年度の業績だけを採用した場合は不十分であ

る可能性があります。 

  
⑥ 当社を取り巻く市場について 

 一般論といたしまして証券化対象アセットの多くは不動産ですが、現状当社のアレンジメント対象も開発型証券化な

どの不動産関連プロダクツが主要分野となっております。従いまして、不動産証券化に関する法的または税務会計的な

諸規則等の変更や不動産市況の動向などが当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、より広くは、当社のビ

ジネスは、金融市場の動向や経済情勢の影響を受けています。市場の低迷は、純粋な経済的要因だけでなく戦争、テロ

行為、自然災害などによっても引き起こされます。 

  
⑦ 取引先について 

 当社のアレンジメント業務は、証券化案件毎に設立されるＳＰＣからアレンジメントフィーを受け取ります。ＳＰＣ

は、ある特定のアセットの証券化という目的のために設立する会社であるため、当社が計上する売上の相手先は案件ご

とに異なります。従いまして、当社の事業体質として絶え間ない営業活動による案件の獲得が必要となり、その動向に

よっては当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  
⑧ 保険市場について 

 当社が扱う信用補完業務において欠かせないのが保険会社であります。当社は、英国ジェイエルティ・リスクソリュ

ーションズリミテッドと当社との合弁会社を通して、国内外の保険市場を形成する多くの保険会社の要求にあうような

ストラクチャリングについて助言できるような体制を目指しておりますが、テロなどにより国際的に保険市場が市況悪

化に陥った場合などは、当社業績に影響を与える可能性があります。 
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⑨ プリンシパルファイナンス業務について 

当社のプリンシパルファイナンス業務は当社自身が資金供給者としてストラクチャードファイナンス案件に対して投

融資を行う業務であり、供出先の与信リスクの悪化・不動産市況の変化・地震などの不可抗力を起因として期待通りの

収益が得られない場合や投融資資金が毀損する可能性があります。なお、当該業務について、投融資実行残高推移は以

下の通りです。 

  
〔プリンシパルファイナンス業務における投融資実行残高推移〕   

 （単位：百万円）  

平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年9月期   
中間期 第３四半期 決算期 第１四半期 中間期 第３四半期 決算期 第１四半期 中間期 

新規実行 220 85 576 580 2,113 1,212 5,314 13,911 23,379 

売却・アービトラージ・ 

返済 
0 0 240 6 33 1,154 2,920 3,022 2,268 

営業貸付金（注） 220 305 641 1,215 3,295 3,353 5,747 16,583 37,693 

（注） なお、B/S上では営業貸付金と営業投資有価証券に分けて計上しております。 

   
⑩ 競合について 

一般論といたしまして当社事業の専門分野であるストラクチャードファイナンスの業務経験を持つ人材は金融業界全

体においても稀少であり、急激に拡大する証券化などのニーズにサービスの供給が追いついていないのが現状であると

分析しております。また、過大な非営業部門を持つことなく少人数のチームが効率よく業務推進していく当社の効率的

な業務体制は比較的小規模で収益性の低い案件にも対応可能であり大手企業だけではなく中堅企業群に対する当該サー

ビスの供給を可能としております。しかしながら、今後国内外の巨大金融グループの業務拡充、その他事業会社の新規

参入などが「業務の効率化」「人材の拡充」「金融技術の一般化」といった参入障壁を越えて実現された場合、案件の

獲得競争が激化し当社業績に影響を与える可能性があります。 

  
⑪ 金融技術の陳腐化について 

当社は常に先端的革新的な金融技術を保持し続ける努力を継続しておりますが、法務・会計・税務・統計学・数学な

どの分野を包含する金融技術は日々発展しており、これら「技術の習得」「金融プロダクツへの製品化」に失敗した場

合、当社の金融技術は陳腐化し競争力を失う可能性があり、その場合、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があり

ます。この視点からも当社は、いわば金融プロダクツの製造業としての色合いを強く持っているために他の金融業界の

企業よりも、より技術取得レベルが問題となる企業であるといえます。 

  

⑫ 新事業について 

 当社では、信用補完業務の効率化のための種々の金融リスク引き受け、並びに取引関係先等からもたらされる火災保

険・家財保障等の再保険引き受けを目的として、英国領バミューダに再保険会社である Stellar Re. Limitedを設立し、

そのホールディングカンパニー（Stellar Capital AG）をサンモリッツ（スイス）に設立致しました。上記再保険会社

が引き受ける保険リスク等については過去のトラックレコードよりもたらされる推定損害率を分析し、将来の保険金支

払いに充分な準備金を積みえる保険料設定をしておりますが、支払準備金を超える損害が発生し上記再保険会社の財務

に悪影響を及ぼす可能性があります。また、地震・風水害など大規模災害からもたらされる巨大保険金支払いリスクに

ついてはＰＭＬ（予想最大損害額）を分析の上、ＰＭＬ相当額を再々保険として優良な保険会社にリスク転嫁しており

ますが、予想を超える損害が発生した場合、上記再保険会社の財務に悪影響を及ぼす可能性があります。また、信用補

完業務についても想定されるリスクについて充分な検証を行っておりますが、支払準備金を超える損害が発生し上記再

保険会社の財務に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 一方、上記再保険会社の運用部門等においては外国通貨による運用を経常的に行うことを予定しておりますので為替

リスクを内包することになります。従いまして急激な為替相場変動などに起因した為替差損が発生した場合上記再保険

会社の財務に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑬ その他、会社の経営上の重要な事項 

  該当事項はありません。 
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(７)親会社等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３ 経営成績及び財政状態 

＜経営成績＞ 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済環境については、平成 17年９月期において踊り場脱却を達成し、当中間

連結会計期間に入っても企業部門と家計部門の回復基調が続いており、ＩＴ関連分野を中心とした海外需要が旺盛で

あるとともに景気回復に伴う地方を含めた国内需要の拡大に波及し、結果的に内需と外需が共に回復しているといえ

ます。しかし、企業部門において原油価格の上昇が価格転嫁できず影響を受ける可能性が残るなど今後の懸念材料と

しては原油価格の動向が挙げられます。 

当社グループが駆使する証券化・流動化をはじめとした最先端の金融手法は、複雑化した企業の成長活動に非常な

恩恵をもたらし得ると考えております。上述の通りの景気回復を受け、産業界では成長資金の需要が高まってきてお

り、当社の活動対象とするマーケットは更に広く深く拡大していると思料いたします。これらの需要増加に対し当社

のみならず、メガバンクをはじめとする投資銀行がサービスの供給をフル活動にて展開中ではありますが、ストラク

チャードファイナンスの実務経験のあるスタッフは限られており、需要に充分に応えきれていない状態であります。

特に成長著しい若く新しいビジネスモデルの企業群等に於いては、その成長活動に必要なファイナンス形態は特殊性

を有するものが多く、金融のデパートである銀行に対し専門店である当社は相対的に比較優位な立場にあると思料し

ております。また、当中間連結会計期間においては、平成 17年 12月に調達した資金を活用しスイスと英国領バミュ

ーダに再保険会社グループを設立いたしました。これにより当社を中心とした投資銀行事業を核とし、海外の再保険

会社グループによる再保険事業を展開し当社グループ内のシナジー効果や収益機会の拡大のみならず、顧客に対する

信頼感を与えることが可能となりました。 

当社グループは第９期以降営業資産を注力した開発型証券化が当中間連結会計期間においても好調を維持し、着工

前のブリッジファイナンスのアレンジを拡大させました。また、当社自身が資金供給者として当社がアレンジした案

件に対して投融資を実行するプリンシパルファイナンス業務につきまして、平成 17年 12月と平成 18年３月に調達し

た資金を有効に活用した結果、収益向上に大きく寄与し当社グループの損益に好影響を及ぼしております。その結果、

当中間連結会計期間における売上高は 2,892百万円、経常利益は 1,991百万円となり、中間純利益は 1,159百万円と

なりました。以下、事業部門別に記載すると下記のとおりとなります。 

 

【 投 資 銀 行 事 業 】 

 （当中間連結会計期間の業績進捗状況） 

（１）投資銀行業務 

①アレンジメント業務 

平成 15年９月期より実施している開発型証券化は、東証一部上場の大手デベロッパーから未上場の中堅成長企業に

至るまで色々なステージにあるデベロッパーに好評をいただいております。これは、従来では難しかった建設段階の

ファイナンスをストラクチャードファイナンスにより解決しようというものです。関係当事者のリスクリターンを明

確にし、オリジネーターのクレジットに依存しない形でプロジェクトに対する資金調達を行うことにより、収益資金

の先行取得を促し企業の成長速度を加速させる経営戦略上の前向きな資金調達ニーズにお応えするものです。当社で

は、組成期間の長短が直接的に売上原価に影響いたしますが、案件組成を定型化することによる組成期間短縮により

当期に入りましても尚、売上原価率が減少し、結果的に売上高総利益率が90％を超える高水準を維持しております。 

この結果、当中間連結会計期間におけるアレンジメント業務による売上高は 1,682百万円、売上総利益は 1,586百

万円となりました。 

②プリンシパルファイナンス業務 

プリンシパルファイナンス業務とは、自己の資金を自らの判断で案件に投融資するビジネスを意味します。案件に

よっては、そのリスク･リターンの分析が難しい部分が存在するケースがあります。一例を挙げると、アレンジャーで

ある当社にとっては充分許容できるリスク･リターンであったとしても外部参加者にとっては分析に時間がかかりスケ

ジュール通りに案件がクローズできないケースが想定されます。その際当社が一旦、自己ポジションにて資金提供し、

スムースに案件を遂行することが可能となります。これは当社の「ストラクチャードファイナンス」のアレンジャー
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として培ってきた高度な分析力と資金力が備わってできる業務と考えております。アレンジャーとしてこの機能を持

つことにより、オリジネーター・資金提供者双方に対してリスクを共有するパートナーとして、案件に対するより高

い信頼感を得る評価をいただいております。当中間連結会計期間におきましては、着工前３ヶ月から半年間（建築確

認や開発許可取得までの期間）のブリッジファイナンス資金の枯渇が激しかったため、当社といたしましてはこのブ

リッジファイナンスを一時的に供出し、その後の開発型証券化アレンジメント受託につなげるという戦術をとり、今

期中に調達した資金を有効に活用させていただいた結果、当中間連結会計期間におけるプリンシパルファイナンス業

務による売上高は860百万円、売上総利益は802百万円となりました。 

③その他投資銀行業務 

当社は本格的な投資銀行を目指すべくストラクチャードファイナンス業務以外の投資銀行業務を充実させていきた

いと思料いたします。 

フィンテック グローバル証券株式会社では、海外の高利回りファンド数社と契約を締結し国内の機関投資家に対し

販売いたします。また、国内外の投資家に対し当社の関連会社である株式会社 JBFinTech Capitalが組成するプライ

ベートエクイティファンドの販売を行う他、当社のプリンシパルローン債権を証券化した債券の販売を業務目的とし

ております。 

株式会社 JBFinTech Capitalはプライベートエクイティファンドの組成および運用を実行する予定ですが、平成 18

年２月に設立し今後第１号ファンドを起動させる予定であります。 

当中間連結会計期間におけるその他投資銀行業務による売上高は９百万円となりました。 

 

（２）信用補完業務 

前連結会計年度より引き合い件数は順調に推移しておりますが、当中間連結会計期間において当社子会社である

Stellar Capital AGをスイスに設立しインフラ整備を完了した結果、当社が組成する案件の中に存在するファイナン

スリスクについて信用補完を供与させることが可能となり、当社は信用補完アレンジメントを実行することができま

した。その結果、当中間連結会計期間における売上高は244百万円、売上総利益は238百万円となりました。 

 

（３）その他業務 

開発型証券化案件の受託件数の増加に付随して、アドミニストレーション業務の件数を増加させたことにより、当

中間連結会計期間における当業務の売上高は65百万円、売上総利益は65百万円となりました。 

 

以上、当中間連結会計期間における投資銀行事業の売上高は 2,862百万円、売上総利益は 2,701百万円となりまし

た。 

 

（今期の業績見通し） 

平成 18年９月期におきましては上半期に 1,104億円のファイナンスアレンジメントを実行（平成 17年

９月期実績は 1,171億円）するなど、アレンジメント業務が依然として好調な推移を辿っており、期首の

段階で想定した案件数を上回り、新規顧客の引合数も増加しております。プリンシパルファイナンス業務

につきましては、着工前３ヶ月から半年間（建築確認や開発許可取得までの期間）のブリッジファイナン

ス資金の枯渇が激しいため、当社といたしましてはこのブリッジファイナンスを一時的に供出し、その後

の開発型証券化アレンジメント受託につなげるという戦術をとり、今期中に調達した資金を有効に活用さ

せていただくことにより、通期業績への影響が大きくなっております。一方、フィンテック グローバル証

券㈱の営業体制整備が想定していた時期より遅れた結果、㈱JBFinTech Capitalが組成するプライベート

エクイティファンドの販売や海外ファンドの販売が上半期中の予算達成に至らず、下半期の課題となって

おります。全体的に再集計した結果、予想を大きく上回る結果となり、当連結会計年度におきましては。投資

銀行事業の売上高は7,917百万円、売上総利益は7,556百万円を見込んでおります。 
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【 再 保 険・保 証 事 業 】 

（当中間連結会計期間の業績進捗状況） 

平成 17年 12月に調達いたしました資金を活用することにより、スイスと英国領バミューダに再保険会社グループ

を設立いたしました。これにより、スイスに所在する Stellar Capital AGにおきましては、当社が組成する案件の中

から選別的に信用補完を供与することにより収益機会を獲得することになりました。 

その結果、当中間会計期間における収益計上は以下の通りとなりました。 

正味収入保証料 310百万円 

前受収益 △309百万円 

保証手数料 30百万円 

売上高 30百万円 

 

当中間連結会計期間における再保険・保証事業の売上高は30百万円、売上総利益は30百万円となりました。 

 

（今期の業績見通し） 

信用補完供与を行う Stellar Capital AG（スイス）は平成 18年３月より稼動しておりますが、再保険

引受を行う Stellar Re. Limited（バミューダ）の本格稼動は平成 18年６月からと当初予想より 3ヶ月ほ

ど遅れての稼動となり、当連結会計年度におきましては、再保険・保証事業の売上高 351百万円、売上総利益は

303百万円を見込んでおります。 

 

 

＜財政状態＞ 

 

当中間連結会計期間における総資産は 58,019百万円となりました。株主資本は 22,713百万円となり、株主資本比率

は39.1％となりました。 

現金及び現金同等物は前中間連結会計期間に比べ12,210百万円増加し、13,113百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フロー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27,596百万円（前中間連結会計期間は177百万円の増加）となりました。 

これは主に税金等調整前中間純利益 1,991百万円の計上及び営業借入金の調達により 1,559百万円増加したものの、営

業貸付金の実行により31,989百万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6,278百万円（前中間連結会計期間は139百万円の減少）となりました。 

これは主に貸付けによる支出4,000百万円及び投資有価証券の取得による支出2,272百万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45,321百万円（前中間連結会計期間は142百万円の増加）となりました。 

これは主に短期借入金の純増減額 26,915百万円増加したこと及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行によ

り18,488百万円増加したことによるものであります。 

 

 以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は 13,113百万円（前中間連結会計期間は

902百万円）となりました。 

 

 平成17年３月中間期 平成18年３月中間期 平成17年９月期 

自己資本比率 21.12％ 39.15％ 42.61％ 

時価ベースの自己資本比率 － 313.48％ 968.65％ 

債務償還年数 17.8年 － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 188.77 － － 

（注）１ 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表を用いて、以下の計算式により算出しております。 
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   自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

・「営業キャッシュ・フロー」は、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを 

使用しております。また、「有利子負債」は連結貸借対照表に計上されている全ての有利子負債を、「利払 

い」は連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額をそれぞれ使用しております。 

   ２ 平成 17年３月中間期の時価ベースの自己資本比率については、当社は非上場であったため記載しておりません。 

   ３ 平成18年３月中間期・平成17年９月期の債務償還年数・インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業

キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
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４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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  952,871   13,302,232   1,848,843  

２ 売掛金   1,377   13,927   13  

３ 営業投資有価証券   203,206   389,510   383,030  

４ たな卸資産   25   606   164  

５ 営業貸付金 

６ 短期貸付金 

※1.3 

 
 
3,092,000 

－ 
  

37,353,589 

4,000,000 
  

5,364,000 

－ 
 

７ その他   88,102   332,271   104,687  

流動資産合計   4,337,582 95.5  55,392,137 95.5  7,700,738 95.8 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※2          

(1) 建物   33,057   50,943   55,364  

(2) 器具及び備品   11,024   15,579   11,492  

有形固定資産合計   44,082   66,523   66,856  

２ 無形固定資産   1,398   25,368   4,819  

３ 投資その他の資産           

(1) その他   161,621   2,535,146   273,563  

貸倒引当金   △3,690   －   △3,690  

投資その他の資産 
合計 

  157,930   2,535,146   269,872  

固定資産合計   203,411 4.5  2,627,038 4.5  341,549 4.2 

資産合計   4,540,993 100.0  58,019,176 100.0  8,042,288 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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   224,314   915,275   650,513  

６ 賞与引当金   8,331   25,035   15,557  

７ その他   111,058   1,763,689   215,155  

流動負債合計   3,470,103 76.4  34,905,866 60.2  4,484,265 55.8 

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   3,577,120 78.8  35,230,530 60.8  4,565,694 56.8 

           

(少数株主持分)           

少数株主持分   5,023 0.1  74,874 0.1  49,520 0.6 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   550,385 12.1  10,555,135 18.2  1,303,735 16.2 

Ⅱ 資本剰余金   － －  10,351,900 17.8  1,101,900 13.7 

Ⅲ 利益剰余金   408,463 9.0  1,810,114 3.1  1,021,438 12.7 

Ⅳ 自己株式   － －  △3,379 △0.0  － － 

資本合計   958,848 21.1  22,713,770 39.1  3,427,073 42.6 

負債・少数株主持分 
及び資本合計 

  4,540,993 100.0  58,019,176 100.0  8,042,288 100.0 
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(2) 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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           

 １ 投資銀行事業 ※１ －   2,862,237   ―   

 ２ 再保険・保証事業 ※２ － 885,714 100.0 30,597 2,892,835 100.0 ― 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  2,731,862 94.4  2,157,153 87.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３  201,079 22.7  602,819 20.8  539,736 21.9 

営業利益   531,443 60.0  2,129,043 73.6  1,617,417 65.7 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  14   6,756   43   

２ 投資事業組合運用益  1,095   －   2,197   

３ その他  93 1,203 0.1 182 6,939 0.2 295 2,536 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  698   19,027   2,725   

２ 新株発行費  －   87,378   15,492   

３ 社債発行費  －   11,741   －   

４ デリバティブ評価損  2,141   －   5,837   

５ 公開準備費用  1,000   －   24,073   

６ シンジケートローン手数料  －   25,384   －   

７ その他  529 4,369 0.5 1,133 144,665 5.0 634 48,763 2.0 

経常利益   528,278 59.6  1,991,316 68.8  1,571,190 63.8 

Ⅵ 特別損失           

１ 本社移転費 ※４ 18,786 18,786 2.1 － － － 18,786 18,786 0.8 

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  509,491 57.5  1,991,316 68.8  1,552,403 63.0 

法人税、住民税 
及び事業税 

 219,887   881,601   698,899   

法人税等調整額  △6,159 213,728 24.1 △29,324 852,277 29.5 △43,764 655,134 26.6 

少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
  78 0.0  △20,477 △0.7  △11,390 △0.5 

中間(当期)純利益   295,684 33.4  1,159,516 40.0  908,659 36.9 
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(3) 中間連結剰余金計算書 

 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

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        

１増資による新株の発行  －  －  1,101,900  

２新株予約権の行使による新株の発行  － － 9,250,000 9,250,000 － 1,101,900 

Ⅲ 資本剰余金 

  中間期末(期末)残高   －  10,351,900  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        

  中間(当期)純利益  295,684 295,684 1,159,516 1,159,516 908,659 908,659 

Ⅲ 利益剰余金減少高 

 １配当金 

 ２連結子会社増加に伴う減少高 

 

 

 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

 

369,009 

1,831 

 

 

370,840 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

  (期末)残高 

  408,463  1,810,114  1,021,438 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成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 
中間(当期)純利益 

 509,491 1,991,316 1,552,403 

減価償却費  3,696 7,189 9,042 

賞与引当金の増減額(減少△)  1,040 9,478 8,265 

退職給付引当金の増減額(減少△)  791 722 △629 

保証料の償却額  100 83 200 

受取利息  △14 △6,756 △43 

支払利息  698 19,027 2,725 

新株発行費  － 87,378 15,492 

社債発行費  － 11,741 － 

投資事業組合運用益  △1,095 － △2,197 

固定資産除却損  10,864 － 10,864 

売上債権の増減額(増加△)  △384 △13,913 979 

営業投資有価証券の 
増減額(増加△) 

 △157,032 △6,480 △336,856 

たな卸資産の増減額 
(増加△) 

 1,081 △442 942 

営業貸付金の増減額 
(増加△) 

 △2,497,000 △31,989,589 △4,769,000 

仕入債務の増減額(減少△)  △277 △7,763 5,258 

営業借入金の増減額 
(減少△) 

 2,420,600 1,559,975 2,497,200 

未払金の増減額(減少△)  12,979 514,212 28,882 

未払費用の増減額(減少△)  2,763 58,323 2,294 

その他  △6,835 815,346 129,257 

小計  301,469 △26,950,148 △844,916 

利息の受取額  14 588 43 

利息の支払額  △941 △11,744 △3,139 

法人税等の支払額  △122,728 △635,448 △190,345 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 177,813 △27,596,752 △1,038,357 

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 

 △1,425 △9,465 △25,732 

投資有価証券の取得 
による支出 

 △30,000 △2,272,195 △48,016 

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による収入 

※２ 

 
－ － 54,011 

出資金の取得による支出  △10,500 △33,000 △69,500 

定期預金預入による支出  △50,000 － △189,000 

貸付けによる支出  － △4,000,000 － 

敷金保証金等への支出  △90,575 △900 △134,007 

敷金保証金等の回収 
による収入 

 43,047 1,312 45,156 

その他  △72 35,665 △9,388 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △139,525 △6,278,582 △376,477 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成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) 

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  63,000 26,915,000 460,000 

長期借入れによる収入  100,000 400,000 100,000 

長期借入金の返済 

による支出 
 △12,564 △20,172 △33,528 

株式の発行による収入  － － 1,839,757 

社債の発行による収入  － 18,488,258 － 

株式の発行による支出  － △85,978 － 

少数株主への株式の 

発行による収入 
 － 25,000 － 

配当金の支払額  － △366,459 － 

その他  △7,683 △34,464 △13,383 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 142,752 45,321,184 2,352,846 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △30 － △30 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額 

 181,009 11,445,849 937,982 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 721,861 1,659,843 721,861 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金
同等物 

 － 7,539 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※１ 902,871 13,113,232 1,659,843 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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㈱ 

(1) 連結子会社の数 ６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㈱ 

フィンテックリアルエステート㈱ 

Stellar Capital AG 

Stellar Re. Limited 

㈱イントラスト 

なお、上記のうちStellar 

Capital AG、Stellar Re. 

Limited、㈱イントラスト

については新規設立により

連結範囲に含めておりま

す。また、フィンテックリ

アルエステート㈱について

は重要性が増したため連結

の範囲に含めております。 

(1) 連結子会社の数 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) 主要な非連結子会社の名称 

フィンテック リアルエス

テート㈱ 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

 該当事項はありません。 

 

(2) 主要な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、中間純損益及び利益剰

余金(持分に見合う額)は、

いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

 (連結の範囲から除外した

理由) 

 該当事項はありません。 

 (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、純資産、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 リアルエス

テート㈱ 

持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

㈱クインテット・アドバイザー 

㈱JBFinTech Capital 

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

れぞれ中間純損益及び利益

剰余金（持分に見合う額）

等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要

性がないためであります。 

 (持分法を適用しない理由) 

   同左 

 (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 連結子会社の中間

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㈱の中間決算日

は６月30日であります。中

間連結財務諸表の作成にあ

たっては、中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用し

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㈱の中間決算日

は６月30日、フィンテック

グローバル証券㈱の中間決

算日は９月30日でありま

す。 

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、中間連結決算

日現在で実施した仮決算に 

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 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

  基づく中間財務諸表を使用

しております。フィンテ

ックリアルエステート

㈱ 、 Stellar Capital 

AG、㈱イントラスト、

Stellar Re. Limitedの中

間決算日は中間連結決算

日と一致しております。 

財務諸表を使用しておりま

す。 

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

他中間連結財務諸表作

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 

①その他有価証券 

 時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

①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) 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 
器具及び 
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

次の通りであります。 

建物     ８～15年 

器具及び備品 ４～20年 

(1) 有形固定資産 

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 

 (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 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 (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、当連結会計年度末

における要支給額に基づ

き、当中間連結会計期間末

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   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。 

(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 

 (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 

 (7) その他中間連結

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。 

(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。 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 (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。 

 

(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 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・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。 
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会計処理の変更 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

当中間連結会計期間から｢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 
 

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

当中間連結会計期間 
(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、当中間連結会

計期間より「営業投資有価証券」として表示しており

ます。 

（中間連結損益計算書） 

デリバティブ評価損については前連結会計年度まで

区分掲記しておりましたが、当中間連結会計期間にお

いて営業外費用の総額の10/100を下回ったため、営業

外費用の「その他」に含めて表示しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年３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 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 1,455,000千円 
営業借入金 
1,333,000千円 

 

 (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 有形固定資産の減価償却累計額 

10,529千円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

22,687千円 

※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 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 

 

※４ ―――― 

※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 

 

※４ 偶発債務 

下記会社の借入に対し債務保証を行っ

ております。 

㈲ デ ュ ー プ レ ッ ク ス ・ サ ー テ ィ シ ッ ク ス ス 

           2,000,000千円 

※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 

 

※４ ―――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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 ―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ ―――― 

 

 

 

 

 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  役員報酬     44,966千円 

  給与手当     38,344千円 

  賞与引当金繰入額  7,145千円 

  退職給付費用     671千円 

  減価償却費     3,089千円 

  地代家賃     32,634千円 

 

※１ 投資銀行事業売上の内訳は以

下のとおりであります。 

 投資銀行業務  2,551,884千円 

(アレンジメント 1,682,218千円) 

 (プリンシパル   860,647千円) 

 (その他       9,018千円) 

 信用補完業務   244,900千円 

 その他業務     65,453千円 

  計      2,862,237千円 

 

※２ 再保険・保証事業売上の内訳

は以下のとおりであります。 

 正味収入保証料  310,000千円 

 前受収益    △309,402千円 

 保証手数料     30,000千円 

  計        30,597千円 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  役員報酬      74,033千円 

  給与手当     119,678千円 

  賞与引当金繰入額  22,504千円 

  退職給付費用     645千円 

  減価償却費     5,234千円 

  地代家賃      57,003千円 

  支払手数料    120,103千円 

  租税公課     66,285千円 

 

※１ ―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ ―――― 

 

 

 

 

 

 

※３ 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 

※４ 本社移転費の内訳 

  建物除却損    10,202千円 

  器具及び備品除却損  661千円 

  現状回復費     7,922千円 

           18,786千円 
  

※４ ―――― 

 

※４ 本社移転費の内訳 

  建物除却損    10,202千円 

  器具及び備品除却損  661千円 

  現状回復費     7,922千円 

           18,786千円 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額と関係 

(平成17年３月31日現在) 

現金及び預金     952,871千円 

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  902,871千円 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額と関係 

(平成18年３月31日現在) 

現金及び預金    13,302,232千円 

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 13,113,232千円 

※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) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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、

減価償却累計額相当額及び中間

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、

減価償却累計額相当額及び中間

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 22,022 4,193 17,829 

無形固定資産 556 74 482 

合計 24,518 4,751 19,766 

  

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 4,649千円 

 １年超 15,568千円 

  合計 20,218千円 
 

 

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    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    3,138千円 

  減価償却費相当額  2,775千円 

  支払利息相当額    610千円 

 

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 

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 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年３月31日) 

１ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

(単位：千円) 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 匿名組合出資金 

 投資事業組合 

 

203,206 

11,095 

 

当中間連結会計期間末(平成18年３月31日) 

１ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

(単位：千円) 

 中間連結貸借対照表計上額 

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 

 

339,510 

76,700 

2,207,602 

 

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の内容 

(単位：千円) 

 連結貸借対照表計上額 

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 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年３月31日) 

(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 200,000 238 △2,141 

(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。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年３月31日) 

(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 1,195 △5,984 

(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。 

 

前連結会計年度末(平成17年９月30日) 

(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。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

 投資銀行事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成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) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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 15,731円73銭 １株当たり純資産額 97,284円83銭 １株当たり純資産額  50,151円07銭 

１株当たり中間純利益 4,851円27銭 １株当たり中間純利益 5,330円50銭 １株当たり当期純利益 14,439円89銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。 

 また、当社は平成16年12月20日付

けで普通株式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
 

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益   4,830円40銭 

 

 当社は、平成17年12月20日付で普

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中間連結

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。 

 

前中間連結会計期間 

１株当たり純資産額   5,243円91銭 

１株当たり中間純利益 1,617円09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株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

中間(当期)純利益(千円) 295,684 1,991,316 908,659 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(千円) 

295,684 1,991,316 908,659 

普通株式の期中平均株式数(株) 60,950 217,525 62,927 

普通株式増加数の主要な内訳(株) 

 新株引受権 

 新株予約権 

 
－ 
－ 

 
2,028 
16,196 

 
632 
1,566 

普通株式増加数（株） － 18,224 2,198 

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含めなかった潜
在株式の概要 

新株引受権 2,000個 
新株予約権 5,000個 
 

－ － 
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(重要な後発事象) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 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

に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。 

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。 

 

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 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 (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 

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。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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前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 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。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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前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 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 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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) 

 (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。 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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の規定および平成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％ 

 

 


