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平成18年９月期 第３四半期財務・業績の概況(連結) 
平成18年８月９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 取締役財務部長 杉 本   健   

 

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        ：有 

 連結：(新規）５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３四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３四半期財務・業績の概況（平成17年10月１日～平成18年６月30日） 
 (1) 連結経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）
 

 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３四半期 5,021 (274.2) 3,650 (358.4) 3,400 (346.7) 2,011 (353.1) 

17年９月期第３四半期 1,342 (157.2) 796 (381.6) 761 (327.2) 443 (222.6) 

(参考)平成17年９月期 2,463 (160.7) 1,617 (266.1) 1,571 (239.6) 908 (157.5) 

 

 
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３四半期 9,045 30 7,905 57 

17年９月期第３四半期 7,211 39 7,125 96 

(参考)平成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３四半期 222,362株 

          17年９月期第３四半期  61,559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３四半期   9,045円 30銭 

 17年９月期第３四半期   2,403円 80銭 

 17年９月期        4,813円 25銭 
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［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、個人消費と設備投資が堅調で、物価の持続的な

下落が終息し、デフレ脱却の動きがみられました。部分的に在庫調整の動きがみられ原油価格の動向

が依然として懸念材料ではありますが、ファンダメンタルズは堅調であり、息の長い景気拡大が持続

しております。 

このような状況の下、日本銀行による量的緩和解除・ゼロ金利解除の方向性が明らかになる中で、

銀行の融資姿勢に変化が生じ始め、転じてストラクチャード・ファイナンスに対するマーケットから

の期待が高まっております。 

当連結会計年度は、一人前のインベストメントバンクとして最飛躍すべくプロダクツ部門とプレイ

スメント部門が両輪となり機能し収益に貢献しております。特にプレイスメント部門でありますプリ

ンシパルファイナンス業務においては、当第３四半期連結会計期間に300億円の資金調達を実行し、

リスクを限定した上で、積極的にマーケットの資金ニーズに対応した結果、プリンシパルファイナン

ス業務の売上高に占める割合は、前第３四半期連結会計期間8.2％から当第３四半期連結会計期間

32.7％へと上昇いたしました。プロダクツ部門でありますアレンジメント業務におきましては、当第

３四半期連結会計期間までの証券化総額が1,621億円に及び順調な推移を辿っております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における連結業績につきましては、売上高5,021百万円（前年

同期比274.2％増）、経常利益3,400百万円（前年同期比346.7％増）、四半期純利益2,011百万円（前

年同期比353.1％増）となりました。 

 

Ⅰ．投資銀行事業 

１．投資銀行業務 

①アレンジメント業務 

当連結会計年度に入りましてから増加しております建築確認前のブリッジファイナンスアレンジメ

ントが依然として好調な推移を辿っております。これは、量的緩和解除等による金融機関の融資姿勢

の変化によるところが大きく、ストラクチャード･ファイナンスへのマーケットニーズの増大へと帰

着しております。今期以降も、迅速な案件組成を成し遂げた結果、売上総利益率は90.9％となり、

90％を確保することができました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間におけるアレンジメント業務は、売上高2,492百万円（前年同

期比107.4％増）、売上総利益2,264百万円（前年同期比114.7％増）となりました。 

②プリンシパルファイナンス業務 

当第３四半期連結会計期間において調達した資金を積極的且つ有効に投融資した結果、４月から６

月の３ヶ月間における新規実行額は134億円、返済・売却等の回収額35億円となりました。内訳とい

たしましては、当連結会計年度に入りましてから顕著になっております建築確認前のブリッジローン

への拠出が依然として高いシェア（74.6％）を占めております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間におけるプリンシパルファイナンス業務は、売上高1,643百万

円（前年同期比1,385.1％増）、売上総利益1,559百万円（前年同期比1,866.8％増）となりました。 

③その他投資銀行業務 

当第３四半期連結会計期間において、フィンテック グローバル証券が、当社の組成案件につき匿名

組合出資者の媒介におけるフィーを獲得いたしました。今後、当該業務は継続的に受託が見込まれ、

海外ファンドの販売とともに収益機会を積極的に獲得してまいります。 

当第３四半期連結会計期間におけるその他投資銀行業務は、売上高44百万円、売上総利益44百万円

となりました。（当業務は今期より業績を開示しておりますので前年同期比は示しておりません。） 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間における投資銀行業務は、売上高4,180百万円（前年同期比

218.6％増）、売上総利益3,869百万円（前年同期比241.3％増）となりました。 

 

２．信用補完業務 

信用補完業務とは、当社がアレンジする案件の中に潜むリスクを保険会社等に保証という形で引き

受けさせるアレンジメント業務から得るフィーを収益として計上いたします。従来、当該業務は海外

の保険会社等に保証を引き受けさせるケースが多く、他業務に比し原価率が高く、前連結会計年度は

売上総利益率向上のためインフラ整備を目的として当該業務への営業資産投入を見送りました。当社

グループに信用補完供与を業務とする子会社を設立することにより原価率を下げるべく本年３月にス

イスに設立したStellar Capital AGが機能し始め、これまで３件の信用補完供与を実行いたしました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における信用補完業務は、売上高563百万円、売上総利益545
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百万円となりました。（当業務の売上高並びに売上総利益は前期０円並びに損失であったため前年同

期比は示しておりません。） 

 

３．その他業務 

当社が組成した案件につき、キャッシュマネジメント業務などを行うことにより獲得するフィーを

当該業務収益として計上しております。組成案件が増加すれば結果的に当該業務により獲得するフィ

ーが増え、安定収益として貢献いたします。 

当第３四半期連結会計期間におけるその他業務は、売上高145百万円（前年同期比386.3％増）、売

上総利益145百万円（前年同期比386.3％増）となりました。 

 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間における投資銀行事業は、売上高4,889百万円、売上総利益

4,559百万円となりました。（当事業は今期より業績を開示しておりますので前年同期比は示してお

りません。） 

 

Ⅱ．再保険・保証事業 

平成17年12月に調達いたしました資金を有効に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におい

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、当第３四半期連結会計期間における再保険・保証事業の収益は以下の通り

となりました。 

正味収入保証料 453百万円 

前受収益 △416百万円 

保証手数料 95百万円 

売上高 132百万円 

この結果、当第３四半期連結会計期間における再保険・保証事業は、売上高132百万円、売上総利益

129百万円となりました。（当事業は今期より業績を開示しておりますので前年同期比は示しておりま

せん。） 

 
 
 (2) 連結財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）
 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年９月期第３四半期 64,889 23,590 36.2 100,498 09 

17年９月期第３四半期 6,318 2,949 46.7 43,991 95 

(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株当たり純資産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３四半期   100,498円 09銭 

 17年９月期第３四半期    14,663円 98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 （百万円未満切捨）
 

 
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３四半期 △37,957 △8,570 52,741 7,866 

17年９月期第３四半期 △3 △279 2,015 2,454 

(参考)平成17年９月期 △1,038 △376 2,352 1,659 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産64,889百万円（前連結会計年度末比

706.9％増）、純資産23,590百万円（前連結会計年度末比578.6％増）となりました。これは、主に平

成17年12月及び平成18年４月に実施した資金調達によりプリンシパルファイナンス業務における営業
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貸付金が増大したことによります。結果的に自己資本比率は36.2％（前連結会計年度末42.6％）とな

っております。 

  （注）純資産の部は、前連結会計年度末の少数株主持分と資本の部の合計との対比で記載しており

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37,957百万円（前第３四半期連結会計期間は３百万円の減少）となり

ました。 

  これは主に税金等調整前第３四半期純利益の計上により3,400百万円増加したものの、営業貸付金の

実行により41,863百万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8,570百万円（前第３四半期連結会計期間は279百万円の減少）となり

ました。 

  これは主に貸付による支出6,000百万円及び投資有価証券の取得による支出1,782百万円によるもの

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52,741百万円（前第３四半期連結会計期間は2,015百万円の増加）とな

りました。 

  これは主に短期借入金の純増減額4,386百万円増加したこと及び無担保転換社債型新株予約権付社債

の発行により48,481百万円増加したことによるものであります。 

 

 

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 

通期 8,268 5,557 2,938 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)   12,559円 53銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当連結会計年度における通期業績予想につきましては、当第３四半期決算発表時点において、平成

18年５月12日に公表いたしました予想を修正いたしておりません。 

平成18年３月20日にリリースいたしました再開発プロジェクト案件の収益見込額につき５億円と公

表しておりましたが、その後、同プロジェクトより更なる収益が見込まれ、同年５月12日にリリース

いたしました業績予想の修正におきまして反映させております。また、第２回無担保転換社債型新株

予約権付社債100億円につきまして、今期中の繰上償還を見込んで投融資計画を策定しており、本件

についての通期業績予想への影響はございません。 

以上より、当連結会計年度における業績見通しは、売上高8,268百万円、経常利益5,557百万円、当

期純利益2,938百万円を見込んでおります。 

 
（ご参考） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

平成18年５月12日公表 
連結業績予想 

8,268 5,557 2,938 

前年連結通期実績値 2,463 1,571 908 
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4. 四半期連結財務諸表等 

四半期連結財務諸表 

① 四半期連結貸借対照表 

 

  前第３四半期連結会計期間末 当第３四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17年６月30日) (平成18年６月30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  2,643,826   8,055,891   1,848,843  

 ２ 売掛金   ─   17,469   13  

 ３ 営業投資有価証券   224,144   388,952   383,030  

 ４ たな卸資産   906   738   164  

 ５ 営業貸付金 ※1,3  3,129,000   47,227,589   5,364,000  

 ６ 短期貸付金   －   6,000,000   －  

 ７ その他   66,827   1,027,113   104,687  

   流動資産合計   6,064,705 96.0  62,717,753 96.7  7,700,738 95.8 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※２          

  (1) 建物   31,374   51,408   55,364  

  (2) 器具及び備品   10,946   17,942   11,492  

   有形固定資産合計   42,320   69,350   66,856  

 ２ 無形固定資産   5,037   103,867   4,819  

 ３ 投資その他の資産           

  (1) その他 ※４  209,631   1,998,895   273,563  

    貸倒引当金   △3,690   －   △3,690  

   投資その他の資産合計   205,940   1,998,895   269,872  

   固定資産合計   253,299 4.0  2,172,113 3.3  341,549 4.2 

   資産合計   6,318,004 100.0  64,889,867 100.0  8,042,288 100.0 
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  前第３四半期連結会計期間末 当第３四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17年６月30日) (平成18年６月30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   13,324   46,163   37,198  

 ２ 短期借入金   115,500   4,846,000   460,000  

 ３ 営業借入金 ※１  2,627,900   3,387,450   3,067,200  

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金 

  39,888   170,256   38,640  

 ５ 未払法人税等   252,770   1,138,704   650,513  

 ６ 賞与引当金   7,778   22,500   15,557  

 ７ その他   156,751   1,408,045   215,155  

   流動負債合計   3,213,912 50.9  11,019,119 17.0  4,484,265 55.8 

Ⅱ 固定負債           

 １ 新株予約権付社債   －   30,000,000   －  

 ２ 長期借入金   62,642   259,056   53,408  

 ３ 退職給付引当金   4,283   3,727   2,370  

 ４ その他   28,500   17,100   25,650  

   固定負債合計   95,425 1.5  30,279,883 46.6  81,428 1.0 

   負債合計   3,309,337 52.4  41,299,002 63.6  4,565,694 56.8 

           

   (少数株主持分)          

  少数株主持分  59,226 0.9  ― ―  49,520 0.6 

          

    (資本の部)          

Ⅰ 資本金   1,290,835 20.4  
― ―  1,303,735 16.2 

Ⅱ 資本剰余金   1,101,900 17.5  ― ―  1,101,900 13.7 

Ⅲ 利益剰余金   556,704 8.8  
― ―  1,021,438 12.7 

   資本合計   2,949,439 46.7  
― ―  3,427,073 42.6 

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計 
  6,318,004 100.0 

 
― ―  8,042,288 100.0 
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  前第３四半期連結会計期間末 当第３四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17年６月30日) (平成18年６月30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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ―   10,556,735   ―  

 ２ 資本剰余金   ―   10,351,900   ―  

 ３ 利益剰余金   ―   2,661,925   ―  

 ４ 自己株式   ─   △3,379   ─  

   株主資本合計   ― ―  23,567,182 36.4  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評価 
   差額金 

  ─   △54,949   ─  

   評価・換算差額等合計   ─ ─  △54,949 △0.1  ─ ─ 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  78,632 0.1  ― ― 

   純資産合計   ― ―  23,590,865 36.4  ― ― 

   負債純資産合計   ― ―  64,889,867 100.0  ― ― 
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② 四半期連結損益計算書 

 

  前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 
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17年６月30日) 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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           

 １ 投資銀行事業 ※１ ─   4,889,308   ─   

 ２ 再保険・保証事業 ※２ ─ 1,342,105 100.0 132,250 5,021,558 100.0 ─ 2,463,575 100.0 

Ⅱ 売上原価   180,966 13.5  332,721 6.6  306,421 12.4 

   売上総利益   1,161,139 86.5  4,688,837 93.4  2,157,153 87.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３  364,724 27.2  1,038,192 20.7  539,736 21.9 

   営業利益   796,415 59.3  3,650,644 72.7  1,617,417 65.7 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  17   28,722   43   

 ２ 投資事業組合運用益  2,091   －   2,197   

 ３ 貸倒引当金戻入益  －   3,690   －   

 ４ その他  96 2,204 0.2 2,434 34,847 0.7 295 2,536 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  1,656   48,828   2,725   

 ２ 新株発行費  8,604   87,427   15,492   

 ３ 社債発行費  －   18,092   －   

 ４ デリバティブ評価損  2,291   －   5,837   

 ５ 公開準備費用  24,073   －   24,073   

 ６ 金銭の信託運用損  －   86,777   －   

 ７ その他  633 37,259 2.8 43,420 284,546 5.7 634 48,763 2.0 

   経常利益   761,361 56.7  3,400,944 67.7  1,571,190 63.8 

Ⅵ 特別損失           

 １ 本社移転費 ※４ 18,786 18,786 1.4 － － － 18,786 18,786 0.8 

   税金等調整前第３ 
   四半期(当期)純利益 

  742,574 55.3  3,400,944 67.7  1,552,403 63.0 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

※５  300,332 22.3  1,416,335 28.2  655,134 26.6 

   少数株主損失   1,683 0.1  26,719 0.6  11,390 0.5 

   第３四半期(当期) 
   純利益 

  443,925 33.1  2,011,327 40.1  908,659 36.9 
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③ 四半期連結剰余金計算書 

 

  
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30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) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   －  － 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  1,101,900 1,101,900 1,101,900 1,101,900 

Ⅲ 資本剰余金 

  第３四半期末(期末)残高   1,101,900  1,101,900 

 

(利益剰余金の部) 
     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   112,779  112,779 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

  第３四半期(当期)純利益  443,925 443,925 908,659 908,659 

 

Ⅲ 利益剰余金 

第３四半期末(期末)残高 

  556,704  1,021,438 
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④ 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日) 

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年９月30日残高(千円) 1,303,735 1,101,900 1,021,438 － 3,427,073 

当第３四半期連結会計期間中の 
変動額 

     

 新株の発行 9,253,000 9,250,000 － － 18,503,000 

 剰余金の配当 － － △369,009 － △369,009 

 第３四半期純利益 － － 2,011,327 － 2,011,327 

 自己株式の取得 － － － △3,379 △3,379 

 連結子会社の増加による減少 － － △1,831 － △1,831 

株主資本以外の項目の当第３四半
期連結会計期間の変動額(純額) 

－ － － － － 

当第３四半期連結会計期間中の 
変動額合計(千円) 

9,253,000 9,250,000 1,640,487 △3,379 20,140,108 

平成18年６月30日残高(千円) 10,556,735 10,351,900 2,661,925 △3,379 23,567,182 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成17年９月30日残高(千円) － － 49,520 3,476,593 

当第３四半期連結会計期間中の 
変動額 

    

 新株の発行 － － － 18,503,000 

 剰余金の配当 － － － △369,009 

 第３四半期純利益 － － － 2,011,327 

 自己株式の取得 － － － △3,379 

 連結子会社の増加による減少 － － － △1,831 

株主資本以外の項目の当第３四半
期連結会計期間の変動額(純額) 

△54,949 △54,949 29,112 △25,837 

当第３四半期連結会計期間中の 
変動額合計(千円) 

△54,949 △54,949 29,112 20,114,271 

平成18年６月30日残高(千円) △54,949 △54,949 78,632 23,590,865 
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⑤ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 
前連結会計年度 

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６月30日) 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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３四半期(当期)純利益 

 742,574 3,400,944 1,552,403 

減価償却費  5,822 12,087 9,042 

賞与引当金の増減額（減少△）  487 6,942 8,265 

退職給付引当金の増減額（減少△）  1,283 1,356 △629 

貸倒引当金の増減額（減少△）  － △3,690 － 

保証料の償却額  150 116 200 

受取利息  △17 △28,722 △43 

支払利息  1,656 48,828 2,725 

新株発行費  8,604 87,427 15,492 

社債発行費  － 18,092 － 

投資事業組合運用益  △2,091 － △2,197 

金銭の信託運用損  － 86,777 － 

固定資産除却損  10,864 － 10,864 

売上債権の増減額(増加△)  993 △17,455 979 

営業投資有価証券の増減額 
(増加△) 

 △177,970 △5,921 △336,856 

たな卸資産の増減額(増加△)  199 △574 942 

営業貸付金の増減額(増加△)  △2,534,000 △41,863,589 △4,769,000 

仕入債務の増減額(減少△)  △18,615 8,964 5,258 

営業借入金の増減額(減少△)  2,057,900 320,250 2,497,200 

未払金の増減額(減少△)  31,994 4,400 28,882 

未払費用の増減額(減少△)  △1,160 27,830 2,294 

その他  60,426 962,073 129,257 

    小計  189,102 △36,933,860 △844,916 

利息の受取額  17 6,297 43 

利息の支払額  △2,071 △37,107 △3,139 

法人税等の支払額  △190,339 △993,306 △190,345 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △3,291 △37,957,976 △1,038,357 
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  前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 
前連結会計年度 

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６月30日) 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 

    

固定資産の取得による支出  △1,695 △17,185 △25,732 

投資有価証券の取得による支出  △29,200 △1,782,408 △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 

 54,011 － 54,011 

連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式取得による支出 

 － △53,730 － 

出資金の取得による支出  △25,500 △36,000 △69,500 

定期預金預入による支出  △189,000 － △189,000 

金銭の信託の増加による支出  － △716,371 － 

貸付けによる支出  △3,000 △6,000,000 ─ 

差入保証金等への支出  △125,550 △8,727 △134,007 

差入保証金等の回収による収入  43,047 4,474 45,156 

その他  △2,492 39,158 △9,388 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △279,379 △8,570,791 △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  115,500 4,386,000 460,000 

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  △23,046 △62,736 △33,528 

株式の発行による収入  1,833,745 － 1,839,757 

社債の発行による収入  － 48,481,857 － 

株式の発行による支出  － △84,377  － 

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  － △367,014  － 

その他  △10,533 △37,314 △13,383 

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 2,015,666 52,741,415 2,352,846 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 △30 △13,139 △30 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,732,965 6,199,508 937,982 

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 
  第３四半期末(期末)残高 

※ 2,454,826 7,866,891 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３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 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。 

(1) 連結子会社の数 ７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 

Crane Reinsurance Limited 

㈱イントラスト 

㈱エーサップ・ペイメント・ 

システム 

な お 、 上 記 の う ち Stellar 

Capital AG、Crane Reinsurance 

Limited、㈱イントラストについ

ては新規設立により、㈱エーサッ

プ・ペイメント・システムは当第

3四半期に議決権等を取得したた

め、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) 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。 

(2) 非連結子会社の名称 

 該当事項はありません。 

 

 (連結の範囲から除外した理由) 

 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、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 

㈱クインテット・アドバイザー 

㈱JBFinTech Capital 

(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

微であり、かつ全体としても重要

性がない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３四半

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３四半期決算日は９月30日、

フィンテックパートナーズ㈱の第

３四半期決算日は12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３四半期決算日は９月30日、

フィンテックグローバル証券㈱の

第３四半期決算日は12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。 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 

  時価のあるもの 

   ―――― 

 

 

 

 

  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。 

(2) 金銭の信託 

  ―――― 

(1) 有価証券 

 ①その他有価証券 

  時価のあるもの 

  第３四半期連結会計期間末日

の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定） 

  時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 金銭の信託 

    時価法を採用しております。 

(1) 有価証券 

 ①その他有価証券 

  時価のあるもの 

  ―――― 

 

 

 

 

  時価のないもの 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 金銭の信託 

  ―――― 

 (3) デリバティブ 

  時価法を採用しております。 

(3) デリバティブ 

  同左 

(3) デリバティブ 

  同左 

 (4) 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。 

(4) たな卸資産 

  仕掛品 

  同左 

(4) 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と

おりであります。 

  建物     ３～15年 

  器具及び備品 ３～20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 

  ―――― 

(1) 新株発行費 

  同左 

 

(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) 社債発行費 

  ―――― 

 (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 

 (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

退職給付債務の見込額に基づ

き、当第３四半期連結会計期間

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。 

(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 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 

 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。 

 、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。 

(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 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。 
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会計処理の変更 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 
 当第３四半期連結会計期間から
「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。 
 
(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準) 
 当第３四半期連結会計期間から
「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」(企業会計基準
第５号 平成17年12月９日)及び
「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等の適用指針」
(企業会計基準適用指針第８号 平 
成17年12月９日)を適用しておりま
す。従来の資本の部の合計に相当
する金額は23,512,232千円であり
ます。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改
正により、当第３四半期連結会計
期間における四半期連結貸借対照
表の純資産の部については、改正
後の中間連結財務諸表規則により
作成しております。 

 

     ―――― 

 

表示方法の変更 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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、当第３四半期連結会計期間よ

り「営業投資有価証券」として表示しております。 

（四半期連結貸借対照表） 

 前第３四半期連結会計期間において流動資産の「その

他」に含めて表示しておりました「短期貸付金」（前第

３四半期連結会計期間3,000千円）については、資産総

額の100分の５超となったため、当第３四半期連結会計

期間より区分掲記しております。 

（四半期連結損益計算書） 

 デリバティブ評価損については前第３四半期連結会計

期間まで区分掲記しておりましたが、当第３四半期連結

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 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

前第３四半期連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30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 189,000千円

   対応債務 

営業借入金 335,100千円

  

※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 296,700千円
 

※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 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 725,000千円 
営業借入金 
585,000千円 

 

 (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       12,561千円 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額       26,537千円 

※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 ―――― 

 

 

 

 

 

 

 

５ ―――― 
 

※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 220,000千円

貸出未実行 
残高 

1,780,000千円

 

※４ 出資コミットメント契約 

出資コミット 
メントの総額 

5,000,000千円

出資実行残高 ―千円

出資未実行 
残高 

5,000,000千円

 

 

５ 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・サーティーシックスス 

          2,000,000千円 

㈲デュープレックス・サーティーサード 

           800,000千円 

㈲デュープレックス・サーティーフォース 

           600,000千円 

 

※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 ―――― 

 

 

 

 

 

 

 
５ ―――― 
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(四半期連結損益計算書関係) 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 ―――― ※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   4,180,302千円 

(アレンジメント   2,492,498千円） 

(プリンシパル    1,643,022千円) 

(その他        44,782千円) 

信用補完業務    563,994千円 

その他業務     145,011千円 

 計       4,889,308千円 

※１ ―――― 

 

※２ ―――― 

 

 

 

 

 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 69,716千円

給与手当 70,302千円

賞与引当金 
繰入額 

7,143千円

退職給付費用 1,123千円

減価償却費 5,041千円

地代家賃 50,842千円

  

 

※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  453,750千円 

前受収益    △416,499千円 

保証手数料     95,000千円 

 計       132,250千円 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 134,931千円

給与手当 203,812千円

賞与引当金 
繰入額 

20,035千円

退職給付費用 1,208千円

減価償却費 8,985千円

支払手数料 205,388千円
 

 

※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

原状回復費 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

原状回復費 7,922千円

 18,786千円

  

※５ 当第３四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。 
  

※５ 同左 ※５ ──── 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年６月30日） 

 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末株式

数（株） 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間減少株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間末株式数（株） 

発行済株式 

  普通株式 

 

68,335 

 

165,625.79 

 

－ 

 

233,960.79 

自己株式 

  普通株式 

 

－ 

 

3.79 

 

－ 

 

3.79 

(注) １.普通株式の発行済株式総数の増加165,625.79株のうち860株は新株予約権の権利行使に伴う増加であり、

28,055.79株は新株予約権付社債の権利行使に伴う新株発行による増加であります。また、株式分割

（１：３）により136,710株増加しております。 

   ２.普通株式の自己株式の株式数の増加3.79株は、端株式の買取による増加であります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の目的

となる 

株式の種類 
前期末 

当第３四半
期増加 

当第３四半
期減少 

当第３四半
期末 

当第３四半
期末残高

（千円） 

平成17年12月 

新株予約権付社債 
普通株式 － 28,055.79 28,055.79 － － 

平成18年４月 

新株予約権付社債 
普通株式 － 11,111.11 － 11,111.11 － 

提出会社 

(親会社) 

平成18年４月 

新株予約権付社債 
普通株式 － 22,222.22 － 22,222.22 － 

合 計 － 61,389.12 28,055.79 33,333.33 － 

(注）新株予約権の当期増加は、新株予約権付社債の発行によるものであり、当期減少は、新株予約権付社債の権利

行使によるものであります。 

 

３.配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成17年12月20日 

定時株主総会 
普通株式 369,009 5,400 平成17年９月30日 平成17年12月20日 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 

※ 現金及び現金同等物の第３四

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６月30日現在) 

現金及び預金 2,643,826千円

預入期間が 
３ヶ月を超え 
る定期預金 

△189,000千円

現金及び 
現金同等物 

2,454,826千円

  

※ 現金及び現金同等物の第３四

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18年６月30日現在) 

現金及び預金 8,055,891千円

預入期間が 
３ヶ月を超え 
る定期預金 

△189,000千円

現金及び 
現金同等物 

7,866,891千円

 

※ 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ヶ月を超え 
る定期預金 

△189,000千円

現金及び 
現金同等物 

1,659,843千円
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(リース取引関係) 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 

 

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３

四半期末残高相当額 

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３

四半期末残高相当額 

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) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

建物 1,938 193 1,744 

器具及び 
備品 

11,235 1,123 10,111 

合計 13,174 1,317 11,856 

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

建物 1,938 581 1,356 

器具及び 
備品 

22,022 5,294 16,728 

無形固定 
資産 

556 102 454 

合計 24,518 5,977 18,540 

 

 
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３四半期末残

高相当額 

１年内 2,438千円

１年超 9,561千円

合計 11,999千円

  

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内 4,707千円

１年超 14,369千円

合計 19,077千円
 

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 1,492千円

減価償却費相当額 1,317千円

支払利息相当額 318千円

  

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 2,878千円

減価償却費相当額 2,543千円

支払利息相当額 518千円
 

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) 

前第３四半期連結会計期間末(平成17年６月30日) 

１ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
四半期連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 245,435 

 

当第３四半期連結会計期間末(平成18年６月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 

 
 

取得価額 
 

(千円) 

 
 

四半期連結貸借
対照表計上額 
(千円) 

 
 
差額 
 

(千円) 

その他有価証券 

株式 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 社債 － － － 

 その他 1,641,458 1,586,508 △54,949 

合計 1,641,458 1,586,508 △54,949 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 
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 388,952 

非上場株式 76,700 

投資事業組合 22,359 

 

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 
 

内容 
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 383,030 

非上場株式 9,200 

投資事業組合 22,197 
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(デリバティブ取引関係) 

前第３四半期連結会計期間末(平成17年６月30日) 
 

対象物の種類 種類 
契約額 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金利 キャップ取引 200,000 88 △2,291 

(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。 

 

当第３四半期連結会計期間末(平成18年６月30日) 

対象物の種類 種類 
契約額 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金利 キャップ取引 680,000 897 △444 

(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) 
 

対象物の種類 種類 
契約額 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

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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(ストック・オプション関係) 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容、規模及び単価情報 

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

付与対象者の区分 
及び人数 

当社取締役 １名 
当社従業員 29名 

当社従業員 10名 

ストック・オプション
の数 (注)１ 

普通株式3,000株(注)２ 普通株式650株 

付与日 平成17年12月２日 平成18年４月27日 

権利確定条件 

権利確定日（権利行使期間の初日以降）にお
いて、当社及び当社の子会社または当社の関
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。 

同左 

対象勤務期間 平成17年12月２日～平成18年12月９日 平成18年４月27日～平成19年12月31日 

権利行使期間 平成18年12月10日～平成26年11月30日 平成20年１月１日～平成27年11月30日 

権利行使価格 73,334円(注)２ 729,894円 

公正な評価単価 
（付与日） 

― ― 

(注) １ 株式数に換算して記載しています。 

２ 当社は平成17年12月20日付をもって、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っているため、ス

トック・オプションの数及び権利行使価格をそれぞれ調整しております。 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年６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。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30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。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年６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。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30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。 

 

３ 海外売上高 

前第３四半期連結会計期間(自 平成16年10月１日 至 平成17年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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) 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 

43,991円95銭

 

１株当たり 
純資産額 

100,498円09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 

7,211円39銭

 

１株当たり 
四半期純利益 

9,045円30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 

7,125円96銭

 期中平均株価については、株式上

場後の平均株価を用いております。 

 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第３四半

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３四半期連結会計期間 

１株当たり 
純資産額 

2,244円43銭

１株当たり 
四半期純利益 

2,416円04銭

前連結会計年度 

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 
当たり四半期純利益 

7,905円57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第３四半

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３四半期連結会計期間 

１株当たり 
純資産額 

14,663円98銭

１株当たり 
四半期純利益 

2,403円80銭

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益 

2,375円32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
当たり当期純利益 

4,650円85銭

 

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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり四半期(当期)純利益    

四半期(当期)純利益(千円) 443,925 2,011,327 908,659 

普通株式に係る四半期(当期) 
純利益(千円) 

443,925 2,011,327 908,659 

普通株式の期中平均株式数(株) 61,559 222,362 62,927 

潜在株式調整後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)純利益の算定に用いられ
た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 

 
 
 
 

220 
518 
－ 

 
 
 
 

1,605 
16,475 
13,975 

 
 
 
 

632 
1,566 
－ 

普通株式増加数(株) 738 32,056 2,198 

希薄化効果を有しないため、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 

－ 

平成17年12月20日定
時株主総会特別決議 
新株予約権 650個 

－ 
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(重要な後発事象) 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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18年７月７日開催

の取締役会において、当社が発行

した第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｢本新株予約権付社債｣とい

う。）の社債要項及び買取契約証

書に基づき、残存する本新株予約

権付社債の全てを繰上償還するこ

とを決議いたしました。 

 

(1) 繰上償還を行う理由 

本新株予約権付社債には繰上償

還が可能な条項が付されており

ます。現在の当社の資金繰りの

状況、今期業績の進捗状況およ

び想定される株主価値の希薄化

等を総合的に勘案した結果、本

新株予約権付社債の残存額の全

てを繰上償還することといたし

ました。 

 

(2) 繰上償還する銘柄 

  フィンテック グローバル株式

会社第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)  

 

(3) 繰上償還通知日 

  平成18年７月７日 

  なお、買取契約証書上、当社と

割当先であるゴールドマンサッ

クス・インターナショナルとの

間で平成18年７月10日正午以降

の転換請求は行わない旨合意し

ております。また、平成18年７

月10日正午までの転換価額は

900,000円となっております。 

 

(4) 繰上償還日 

  平成18年８月７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

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 
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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 繰上償還額 

  本新株予約権付社債の平成18年

８月７日時点での残存額の全額

（10,000百万円）。なお、本新

株予約権付社債は発行後、株式

への転換は一切行われておりま

せん。 

 

(6) 償還価額 

    額面100円につき金100.5円 

 

(7) 繰上償還原資 

    繰上償還原資は手元流動資金に

て充当いたします。 

 

 

(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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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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

項第(9)号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 
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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 

   イ．本社債の発行価額と同額とす

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

「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。 

 



ファイル名:コピー ～ 第３四半期財務・業績の概況（連結） 更新日時:8/9/2006 1:26:00 PM 印刷日時:2006/08/0914:37 

― 32 ― 

 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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

(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予

定であります。 

 

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。 
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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 

  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３四半期財務・業績の概況(個別) 
平成18年８月９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 取締役財務部長 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３四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３四半期財務・業績の概況（平成17年10月１日～平成18年６月30日） 

 (1) 経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）
 

 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３四半期 4,844 (261.0) 3,719 (364.9) 3,548 (363.5) 2,132 (377.4) 

17年９月期第３四半期 1,342 (157.3) 800 (382.1) 765 (327.0) 446 (222.3) 

(参考)17年９月期 2,463 (160.7) 1,649 (278.8) 1,603 (245.8) 930 (162.7) 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 

18年９月期第３四半期 9,591 88 

17年９月期第３四半期 7,257 48 

(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３四半期 222,362株 

          17年９月期第３四半期  61,559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３四半期 9,591円88銭 

 17年９月期第３四半期 2,419円14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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年９月期第３四半期 64,556 23,712 36.7 101,355 89 

17年９月期第３四半期 6,268 2,952 47.1 44,041 62 

(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株当たり純資産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３四半期 101,355円89銭 

 17年９月期第３四半期  14,680円54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） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通期 7,853 5,670 3,118 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 13,331円19銭 

 

4. 配当状況 
 
・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

17年９月期 ― 0.00 ― 5,400.00 ― 5,400.00 

18年９月期(実績) ― 0.00 ― ― ― ― 

18年９月期(予想) ― ― ― 3,933.00 ― 3,933.00 

 

（ご参考） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

平成18年５月12日公表 
単独業績予想 

7,853 5,670 3,118 

前年単独通期実績値 2,463 1,603 930 
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5. 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３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 
前事業年度 
要約貸借対照表 

  (平成17年６月30日) (平成18年６月30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  2,445,006   5,558,261   1,678,298  

 ２ 売掛金   ─   6,641   13  

 ３ 営業投資有価証券   224,144   338,952   383,030  

 ４ たな卸資産   906   738   164  

 ５ 営業貸付金 ※1,3  3,129,000   47,227,589   5,364,000  

 ６ その他   62,987   424,121   122,184  

   流動資産合計   5,862,044 93.5  53,556,302 83.0  7,547,691 94.2 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※２          

  (1) 建物   31,374   48,573   55,364  

  (2) 器具及び備品   10,946   13,681   11,492  

   有形固定資産合計   42,320   62,254   66,856  

 ２ 無形固定資産   1,304   6,318   1,283  

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 関係会社株式   ―   10,629,316   ―  

  (2) その他 ※４  366,631   302,194   403,428  

    貸倒引当金   △3,690   ―   △3,690  

   投資その他の資産合計   362,940   10,931,510   399,737  

   固定資産合計   406,566 6.5  11,000,084 17.0  467,877 5.8 

   資産合計   6,268,610 100.0  64,556,387 100.0  8,015,569 100.0 
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  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 

前事業年度 
要約貸借対照表 

  (平成17年６月30日) (平成18年６月30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   13,324   42,304   37,198  

 ２ 短期借入金   115,500   4,846,000   460,000  

 ３ 営業借入金 ※１  2,627,900   3,387,450   3,067,200  

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金 

  39,888   170,256   38,640  

 ５ 未払法人税等   252,361   1,137,767   649,891  

 ６ 賞与引当金   7,778   22,500   15,557  

 ７ その他   163,661   957,306   216,213  

   流動負債合計   3,220,414 51.4  10,563,584 16.4  4,484,700 56.0 

Ⅱ 固定負債           

 １ 新株予約権付社債   ―   30,000,000   ―  

 ２ 長期借入金   62,642   259,056   53,408  

 ３ 退職給付引当金   4,283   3,727   2,370  

 ４ その他   28,500   17,100   25,650  

   固定負債合計   95,425 1.5  30,279,883 46.9  81,428 1.0 

   負債合計   3,315,839 52.9  40,843,467 63.3  4,566,129 57.0 

           

          

    (資本の部)          

Ⅰ 資本金   1,290,835 20.6  
― ―  1,303,735 16.3 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金  1,101,900   ―   1,101,900   

   資本剰余金合計   1,101,900 17.6  
― ―  1,101,900 13.7 

Ⅲ 利益剰余金      
     

 １ 第３四半期(当期) 

未処分利益 
 560,035   ―   1,043,805   

   利益剰余金合計   560,035 8.9  
― ―  1,043,805 13.0 

   資本合計   2,952,770 47.1  
― ―  3,449,440 43.0 

 

   負債及び資本合計 

 

  6,268,610 100.0 
 

― ―  8,015,569 100.0 
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  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成17年６月30日) (平成18年６月30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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ― ―  10,556,735 16.4  ― ― 

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金 ―   10,351,900   ―   

   資本剰余金合計 

 

 ― ―  10,351,900 16.0  ― ― 

 ３ 利益剰余金           

  (1) その他利益剰余金           

    繰越利益剰余金  ―   2,807,662   ―   

   利益剰余金合計   ― ―  2,807,662 4.3  ― ― 

 ４ 自己株式   ― ―  △3,379 △0.0  ― ― 

   株主資本合計  ― ―  23,712,919 36.7  ― ― 

   純資産合計 

 

 ― ―  23,712,919 36.7  ― ― 

   負債純資産合計   ― ―  64,556,387 100.0  ― ― 
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② 四半期損益計算書 

 

  前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 
前事業年度 

要約損益計算書 

  
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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   1,342,105 100.0  4,844,525 100.0  2,463,575 100.0 

Ⅱ 売上原価   180,966 13.5  330,232 6.8  306,421 12.4 

   売上総利益   1,161,139 86.5  4,514,292 93.2  2,157,153 87.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   360,924 26.9  794,342 16.4  507,491 20.6 

   営業利益   800,215 59.6  3,719,950 76.8  1,649,662 67.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,606 0.2  8,949 0.2  3,076 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  37,205 2.8  180,388 3.7  48,763 2.0 

   経常利益   765,617 57.0  3,548,511 73.3  1,603,975 65.1 

Ⅵ 特別損失 ※３  18,786 1.4  ― ―  18,786 0.8 

   税引前第３四半期 
   (当期)純利益 

  746,830 55.6  3,548,511 73.3  1,585,188 64.3 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

※５  300,067 22.3  1,415,645 29.3  654,655 26.5 

   第３四半期(当期) 
   純利益 

  446,763 33.3  2,132,866 44.0  930,533 37.8 

   前期繰越利益   113,272   ―   113,272  

   第３四半期(当期) 
   未処分利益 

  560,035   ―   1,043,805  
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③ 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間(自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日) 

       (単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

純資産合計 

平成17年９月30日残高 1,303,735 1,101,900 1,043,805 ― 3,449,440 3,449,440 

当第３四半期会計期間中の変動額       

 新株の発行 9,253,000 9,250,000 ― ― 18,503,000 18,503,000 

 剰余金の配当 ― ― △369,009 ― △369,009 △369,009 

 第３四半期純利益 ― ― 2,132,866 ― 2,132,866 2,132,866 

 自己株式の取得 ― ― ― △3,379 △3,379 △3,379 

当第３四半期会計期間中の 
変動額合計 

9,253,000 9,250,000 1,763,857 △3,379 20,263,478 20,263,478 

平成18年６月30日残高 10,556,735 10,351,900 2,807,662 △3,379 23,712,919 23,712,919 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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「７ 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。 

 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 

(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 

  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) 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（３～５年）に基づいて

おります。 

(1) 無形固定資産 

   同左 

(1) 無形固定資産 

   同左 

３ 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。 

(1) 新株発行費 

   同左 

(1) 新株発行費 

   同左 

 (2) 社債発行費 

   ― 

(2) 社債発行費 

  支出時に全額費用処理してお

ります。 

(2) 社債発行費 

   ― 
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項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 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。 

(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。 

 

(1) 貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

   同左 

(1) 貸倒引当金 

   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退

職給付債務の見込額に基づ

き、当第３四半期会計期間末

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、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。 
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項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 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お

ります。 

    同左     同左 

６ 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。 

(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 
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会計処理の変更 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 
 当第３四半期会計期間から「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。 
 
(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準) 
 当第３四半期会計期間から「貸借
対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準」(企業会計基準第５号 
平成17年12月９日)及び「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会
計基準等の適用指針」(企業会計基
準適用指針第８号 平成17年12月
９日)を適用しております。従来の
資本の部の合計に相当する金額は
23,712,919千円であります。 
 なお、中間財務諸表等規則の改正
により、当第３四半期会計期間に
おける四半期貸借対照表の純資産
の部については、改正後の中間財
務諸表等規則により作成しており
ます。 
 

      ―――― 

表示方法の変更 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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、当第３四半期会計期間より

「営業投資有価証券」として表示しております。 

（四半期貸借対照表） 

前第３四半期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、前第３四半期会計期間におけ

る「関係会社株式」は167,000千円であります。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 

前第３四半期会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成18年６月30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 189,000千円

   対応債務 

営業借入金 335,100千円

  

※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 296,700千円
 

※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 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 725,000千円 
営業借入金 
585,000千円 

 

 (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       12,561千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額           

   建物      14,299千円 

   器具及び備品  11,138千円 

※２ 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
  

※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 

7,000,000千円

貸出実行残高 220,000千円

貸出未実行 
残高 

6,780,000千円

 

※４ 出資コミットメント契約 

出資コミット 
メントの総額 

4,800,000千円

出資実行残高 ―千円

出資未実行 
残高 

4,800,000千円

 

※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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(四半期損益計算書関係) 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 17千円

投資事業組合 
運用益 

2,091千円

  

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 1,547千円

貸倒引当金 
戻入益 

3,690千円

    

※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 1,656千円

新株発行費 8,604千円

デリバティブ 
評価損 

2,291千円

公開準備費用 24,073千円

  

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 48,828千円

新株発行費 87,427千円

シンジケートローン手数料 25,384千円

社債発行費 18,092千円
 

※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 7,922千円

 18,786千円

  

※３ ──── ※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

本社移転費 18,786千円
  

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,540千円

無形固定資産 281千円
  

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 9,750千円

無形固定資産 464千円
 

 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 当第３四半期における税金

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。 
  

※５ 同左 ※５ ──── 

 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

 当第３四半期会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

 前期末株式数（株） 
当第３四半期増加株
式数（株） 

当第３四半期減少株
式数（株） 

当第３四半期末 
株式数（株） 

自己株式     

普通株式 ― 3.79 ― 3.79 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加3.79株は、端株式の買取による増加であります。 
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(リース取引関係) 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 

 

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３

四半期末残高相当額 

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３

四半期末残高相当額 

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) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

建物 1,938 193 1,744 

器具及び 
備品 

11,235 1,123 10,111 

合計 13,174 1,317 11,856 

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

建物 1,938 581 1,356 

器具及び 
備品 

11,235 3,370 7,864 

合計 13,174 3,952 9,221 

 

 
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 未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内 2,438千円

１年超 9,561千円

合計 11,999千円

  

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内 2,563千円

１年超 6,998千円

合計 9,561千円
 

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 1,492千円

減価償却費相当額 1,317千円

支払利息相当額 318千円

  

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 398千円
 

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 
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(有価証券関係) 

前第３四半期会計期間末(平成17年６月30日) 

前第３四半期会計期間において、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。 

 

当第３四半期会計期間末(平成18年６月30日) 

当第３四半期会計期間において、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。 

 

前事業年度末(平成17年９月30日) 

前事業年度において、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) 

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。 

 

(重要な後発事象) 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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18年７月７日開催

の取締役会において、当社が発行

した第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｢本新株予約権付社債｣とい

う。）の社債要項及び買取契約証

書に基づき、残存する本新株予約

権付社債の全てを繰上償還するこ

とを決議いたしました。 

 

(1) 繰上償還を行う理由 

本新株予約権付社債には繰上償

還が可能な条項が付されており

ます。現在の当社の資金繰りの

状況、今期業績の進捗状況およ

び想定される株主価値の希薄化

等を総合的に勘案した結果、本

新株予約権付社債の残存額の全

てを繰上償還することといたし

ました。 

 

(2) 繰上償還する銘柄 

  フィンテック グローバル株式

会社第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)  

 

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

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
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 繰上償還通知日 

  平成18年７月７日 

  なお、買取契約証書上、当社と

割当先であるゴールドマンサッ

クス・インターナショナルとの

間で平成18年７月10日正午以降

の転換請求は行わない旨合意し

ております。また、平成18年７

月10日正午までの転換価額は

900,000円となっております。 

 

(4) 繰上償還日 

平成18年８月７日 

 

(5) 繰上償還額 

本新株予約権付社債の平成18年

８月７日時点での残存額の全額

（10,000百万円）。なお、本新

株予約権付社債は発行後、株式

への転換は一切行われておりま

せん。 

 

(6) 償還価額 

   額面100円につき金100.5円 

 

(7) 繰上償還原資 

    繰上償還原資は手元流動資金に

て充当いたします。 

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

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。 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

  
 
    

(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。 
 
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。 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

  
 
    

(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。 

 

(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 

 



ファイル名:コピー ～ 第３四半期財務・業績の概況（連結） 更新日時:8/9/2006 1:26:00 PM 印刷日時:2006/08/0914:37 

― 52 ― 

 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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．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

項第(9)号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。 

 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 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

    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。 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

  (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。 

 

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％ 

 

 

 


