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平成 18 年 ９ 月期    決算短信（連結）              平成18年11月15日 
上 場 会 社 名        フィンテックグローバル株式会社           上 場 取 引 所  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 
問合せ先責任者   役職名 取締役財務部長  氏名 杉本 健    ＴＥＬ (03)5733－2121 
決算取締役会開催日 平成18年11月15日 
米国会計基準採用の有無   無                                           
 
１． 18年９月期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年９月30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９月期 
17年９月期 

8,231  （234.1） 
2,463  （160.7） 

 

5,921  （266.1） 
1,617  （266.1） 

 

5,581  （255.2） 
1,571  （239.6） 

  

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        
自己資本当 

期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

経常利益率 

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 

18年９月期 
17年９月期 

3,235 （256.1） 
908 （157.5） 

 

14,354 40 
 14,439 89  

 

12,458 52 
13,952 54 

 

22.86  
44.43  

 

16.11  
33.01  

67.80 
63.78 

 (注) ①持分法投資損益       18年９月期 － 百万円  17年９月期 － 百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18年９月期  225,419株   17年９月期 62,927株  

当社は平成17年12月20日付で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    無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 
   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 14,354円40銭    17年９月期 4,813円25銭 
 
(2)連結財政状態 

 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 
17年９月期 

61,229  
8,042  

24,957  
3,427  

40.65  
42.61  

105,180 27 
50,151 07 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年９月期  236,622 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 105,180円27銭     17年９月期 16,717円02銭 

 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 

18年９月期 
17年９月期 

△24,266  
△1,038 

△2,916  
△376  

 

44,247  
2,352  

 

18,718  
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    13社 持分法適用非連結子会社数   －社 持分法適用関連会社数  ２社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)    11社 (除外)   －社   持分法 (新規)   ２社 (除外)   －社 

 
２．19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 
通    期 

6,740   
14,386   

4,095   
9,012   

2,303   
5,000   

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  4,226円18銭 
 ※上記予想に関する事項については、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な
不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。(７ページ参照) 
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１． 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社、連結子会社13社及び非連結子会社７社で構成されており、ブティック型インベストメントバンクと

して事業活動を展開しております。中でもグループの主体である当社は、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、ストラクチャードファイナンス業務のみを切り出し、より高度で専門的な投資銀行業務を展開しております。 

当社グループのうち、主な子会社についてご説明いたします。 

フィンテック グローバル証券は、当社が組成するプロダクツ（ローン債権・有価証券等）の媒介や海外のオルタネイティブ

ファンドの販売を行っております。 

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であり、協働してクロスボーダー案件における信用補完付アレンジメン

トを行っております。 

フィンテック リアルエステート株式会社は当社業務から派生的に生じる不動産分野の収益機会（仲介や匿名組合出資等）を

取り込んでおります。 

株式会社イントラストは、平成18年3月に設立され、現在、営業展開を図っております。業務内容といたしましては、国内

の大手賃貸住宅管理会社が抱えるテナントの滞納家賃保証や原状回復保証を行います。スイスに所在する当社グループの

Stellar Capital AGが最終保証を引き受けることにより、当社グループにおいて当該業務のワンストップ体制を構築してお

ります。 

株式会社エーサップ・ペイメント・システムは、クレジットカードのファクタリング業務を行っております。 

スイスに所在するStellar Capital AGは平成18年3月に設立し、当社が組成する案件の中から信用補完供与を行っており

ます。また、上述の通りイントラストの滞納家賃保証や原状回復保証における最終保証引受を担っております。 

バミューダに所在する Crane Reinsurance Limitedは、国内の大手賃貸住宅管理会社が抱えるテナントの家財保障について

の再保険を引き受けております。平成18年5月に現地の保険業ライセンスを取得し、平成18年7月より本格稼動しており

ます。 

 

当社グループの事業系統図は、以下の通りです。 

ＦＧＩ
フィンテック グローバル

（投資銀行業）

ＦＧＳ
フィンテック グローバル証券

（証券業）

ＡＳＡＰ
エーサップ･ペイメント･システム
（カード債権ファクタリング業）

（その他投資銀行業務）

（プリンシパルファイナンス業務）

ＦＲＥ
フィンテック リアルエステート

（不動産業）

（プリンシパルファイナンス業務）

ＥＴ
イントラスト
（賃貸保証）

ＦＣＲＳ
ﾌｨﾝﾃｯｸ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾘｽｸ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
（信用補完アレンジメント業）

（再保険保証業務）

（アレンジャー業務）

Stellarグループ
（信用補完業）

（再保険保証業務）

不動産事業協働

プレースメント
部門協働

信用補完業務協働

保証業務協働

信用補完業務協働
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２． 経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループの事業は、投資銀行事業、再保険保証事業、その他事業の三つの事業から成り立っております。 

投資銀行事業では、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アレン

ジャー業務と、当社が組成する案件に対して当社自身がレンダーとして参加することから収益の獲得をするプリンシパルファ

イナンス業務、当社が組成する案件のアドミニストレーション業務や子会社のフィンテック グローバル証券の業務が属するそ

の他投資銀行業務の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、あらゆる産業分野のあらゆる規模の会社にそのニーズがあり、当社を取り巻く事業環境は整っているといえます。 

また、再保険保証事業では、当社グループのスイスのStellar Capital AGとバミューダのCrane Reinsurance Limitedが担

っており、当社が組成する信用補完アレンジメント案件の信用補完供与主体となることにより、スキームの安定度を高める効

果を与え、イントラストの滞納家賃保証や原状回復保証の最終保証引受を行うことにより、当社グループによるワンストップ

体制を築くことを可能にしております。 

その他事業では、上述の投資銀行業務、再保険保証業務に属さない収益がある場合に計上いたします。 

 今後も、当社グループ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 

 当社グループが営む投資銀行業務は本質的に高収益率体質を有しております。その観点に立てば、業績好調時におきまして

は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いたしまして当然の留意事項と思料し

ております。一方で、当社は現在急激な業務拡大基調にあり、投資銀行業務の拡大には当然ながら資金力の増強は避けて通れ

ない必須の経営課題でございます。この点より、上場までは会社の資金調達力、具体的には財務信用力の増強のために内部留

保を高め自己資本の拡充を図っていく方針を採っておりましたが、上場後、営業成績が堅調に推移した結果、間接金融・直接

金融を問わず当社の資金調達力に充分な余力が生じていると判断し、平成 17年９月期より期末配当を実施、平成19年９月期

より中間配当も実施する方針に転換させていただきました。 

 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

は欧米の金融機関並みの配当性向による実施を視野に入れつつ、配当は個別当期純利益の40%を目処といたします。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式市場における流動性向上を目指し、投資単位の引き下げについての見直しを適宜検討し実施していくことを基

本方針としております。その時々の株式市場の動向や当社株価の推移などを充分分析し、必要があると判断した場合には適宜

適切な対応を採ってまいります。（平成18年9月末の株主を対象に１：５の株式分割を実行いたしました。） 

 

（４）目標とする経営指標 

 当社グループの経営指標の特徴は、売上高売上総利益率及び売上高経常利益率の高さにあります。金融プロダクツを定型化

することにより、売上高を伸ばし原価を抑えることにより今期は 92.4％の売上高売上総利益率、67.8％の売上高経常利益率を
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計上しております。 

 これは、当社の売上高の大半がフィー収入によって構成されていることに起因します。当社の受け取るフィーは当社の持つ

「金融技術」或いは「金融ノウハウ」の提供に対する対価であり、当社の有する「金融技術」が付加価値の高いものであると

の評価を受けた結果であると考えております。今後もこの「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、

効率的な利益計上を目指して参ります。 

 

（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の中でも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）を特定し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採ってまいります。 

 

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 

 当社は現在、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、人的資源などの経営資源を積極的に新規プロダ

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。あらゆる産業のあらゆる規模の会社にストラ

クチャードファイナンスの効用を認知していただき、あらゆる資金ニーズにお応えすることを目指す所存です。 

 

④プリンシパルファイナンスについて 

 当社自身が資金供給者（投資家またはレンダー）として、当社が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。 

 当社財務能力の向上により、プリンシパルファイナンスの実行機会を捉え、残高を増加させることができてまいりました。

一方、50億円程度まで残高が積み上がった段階にて都度プリンシパルローン自体の証券化オフバランス（売却・アービトラー

ジ）を計り、総資産の圧縮（ＲＯＡ低下防止・負債の増加抑止）とアービトラージ（裁定取引）による利益確保の両立を実現

いたします。 

 

⑤再保険保証業務について 

 平成18年３月、スイスに信用補完供与会社Stellar Capital AGを設立いたしました。Stellar Capital AGが当社の行う信

用補完アレンジメント案件に保証を供与することにより案件の安定性が増し、通常では組成できない案件でも組成を可能にし

ております。さらに、イントラストの滞納家賃保証や原状回復保証の最終保証引受を行うことにより、当社グループによるワ

ンストップ体制を築くことを可能にしております。また、Stellar Capital AGの子会社として平成 18年 3月、バミューダに

Crane Reinsurance Limitedを設立し、同年5月より営業を開始しております。ここでは、国内の大手賃貸住宅管理会社が抱え

るテナント様の家財保障等の再保険を引き受けていきます。 
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（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について 

当期に於いては、証券化債権の販売体制がフィンテックグローバル証券の体制整備の遅れなどに起因し整わなかった

結果、大々的には推進ができませんでした。体制の整備を急ぎ当社グループの事業基盤の強化と収益の付加を企図いた

します。 

② 新規プロダクツの開発について 

主力プロダクツである不動産開発型証券化の新規顧客の獲得を抑制してまでリソースを投入した結果、当期に於いて大

きな収益実現はしていないものの相当数のR&D（研究開発）事案をこなしており、今後の加速的な商品化を企図いたしま

す。 

③ 人材の確保について 
勃興するストラクチャードファイナンスへのニーズに対して人材の供給が追いついていない現状に於いては、組織的な

人材の受入れ教育体制の整備が必要です。当社の核となるシニアなど中堅層の人材は着実に育ってきており今後は年間３

０～５０人の大量採用にも耐えうる組織になってまいりました。あらゆる方法を講じて人材の拡充に努めてまいる所存で

す。 

④ グループ会社について 

当社の子会社群は全て、当社が現有する事業基盤の延長線上に関連付けられる派生分野に当社が手作りでゼロから設立

したものばかりです。従いましてM&Aによるグループ展開に比し事業リスクは小さい反面、組織の立上げをはじめとして

時間と手間のかかる道ではありますが、奮闘継続し全社を早期に軌道に載せてまいる所存です。 

⑤ 組織について 

現在当社は巨大金融機関のトップマネジメント経験者の方々や有識者の方々を当社のコンプライアンス委員会委員に

招聘し内部統制システムや日本版SOX法への具体的な対応策を講じてきておりますが、今後も更なる組織体制の充実に努

めてまいる所存です。 

 

（７）親会社等に関する事項 

 当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

  

３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、平成13年２月より持続している景気拡大により、経済成長率が過去の景気拡大ほど

高くないことから、家計部門の好況感は薄く個人消費の伸びが鈍化しているものの、企業部門が輸出の好調等により設備投資

の増加など良い面が現れております。 

当社グループが駆使する証券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。昨今の景気回復を受け、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。当連結会計年度においては、アレンジメントとプ

リンシパルファイナンスが本格的な両輪走行が実現できたことにより、連結売上高8,231百万円（前期比234.1％増）、連結

経常利益5,581百万円（前期比255.2％増）、連結当期純利益3,235百万円（前期比256.1％増）の増収増益となりました。事

業セグメントごとの内訳は以下の通りです。 

 

Ⅰ 投資銀行事業 

1) アレンジャー業務 
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資産流動化等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

聘および意見調整、法的・会計的・税務的な視点からの検証等、さまざまな案件を具体化し組成いたします。 

① アレンジメント 

 アレンジャー業務の中でここに記載するアレンジメントとは、組成スキームの中に信用補完を付していない案件から獲得す

る収益を計上いたします。 

 当連結会計年度において設定したアレンジメント収益の予算は、年間アレンジメント総額を 1,700億円を想定し、その２％

を収益目標と定め 3,400百万円を見込んでおりました。当連結会計年度は既存のお客様からの引合が例年以上に増大し、投資

銀行本部における新規開拓等の担当部署も既存のお客様のフォローにまわった結果、これまでの得意分野である開発型証券化

に加え、建設前の土地仕入れ代金のファイナンスニーズの高まりに起因し増収増益を達成することができました。当連結会計

年度におけるアレンジメント総額の実績は2,154億円に及びアレンジメント収益は3,734百万円となりました。 

② 信用補完付アレンジメント 

 アレンジャー業務の中でここに記載する信用補完付アレンジメントとは、組成スキームの中に信用補完を付している案件か

ら獲得する収益を計上いたします。 

 前連結会計年度より、収益性の改善のためのインフラ整備を推進し、結果として当社グループ内に平成18年３月、信用補完

供与会社Stellar Capital AGを設立いたしました。この結果、Stellar Capital AGが当社の行う信用補完付アレンジメント案

件に保証を供与することにより案件の安定性が増し、組成期間も従来の信用補完付アレンジメントより短縮しております。こ

れが関係当事者の好評を得ることができ、結果として当連結会計年度の信用補完付アレンジメント総額の実績は 468億円とな

り、信用補完付アレンジメント収益は939百万円になりました。 

 以上の結果、当連結会計年度におけるアレンジャー業務による売上高は、アレンジメント収益 3,734百万円と信用補完付ア

レンジメント939百万円を獲得したことにより4,674百万円、売上総利益は4,354百万円となりました。 

 なお参考までに、当連結会計年度に当社がアレンジメントした案件について、アレンジメント総額に対するアレンジャー業

務収益の割合について言及いたしますと、アレンジメント総額は 2,622億円となりアレンジャー収益は 4,674百万円、結果と

してアレンジメント総額に対するアレンジメント収益の割合は1.79％となっております。） 

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どおりに案件がク

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、自己ポジションで資金提供し、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。 

 不動産投資収益の獲得を目的とするフィンテック リアルエステート株式会社は、当社が組成する案件の中から匿名組合出資

を実行いたします。下半期に投資機会を得ることができ着実に成長しております。 

 クレジットカードのファクタリングを行う株式会社エーサップ・ペイメント・システムは、クレジットカードによる売上の

３営業日後の早期支払で、加盟店様の運転資金の効率化を図り、より円滑な店舗経営を提供しており、今後、平成19年９月期

より本格的な活動に入ります。 

 当連結会計年度において市場より資金調達させていただき、この恩恵を最大限に生かすことによりプリンシパルファイナン

ス実行額が大幅に上昇したことと、フィンテック リアルエステートが軌道に乗り始めた結果、売上高は2,796百万円、売上総

利益は2,648百万円となりました。 

3) その他投資銀行業務 

 当連結会計年度において、アドミニストレーション業務が開発型証券化案件の受託件数の増加に付随して着実にその件数を
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増加させ安定的な収益確保に貢献しております。 

その他投資銀行業務には、主にアドミニストレーション業務収益とフィンテックグローバル証券株式会社（ＦＧＳ）の収益

が属します。アドミニストレーション業務とは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）を受託する

業務のことであります。また、キャッシュマネジメント業務とは、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の事業資金計画書、年次予算計画書等の作成・改訂、入出金の是非の判断、入出金管理業務等を行う業務のことであり

ます。  

フィンテック グローバル証券は、当社が組成するプロダクツ（ローン債権・有価証券等）の媒介や海外のオルタネイティブ

ファンドの販売を行っております。当連結会計年度に於いては、証券化債権の販売体制がフィンテックグローバル証券の体制

整備の遅れなどに起因し整わなかった結果、大々的には推進ができませんでした。体制の整備を急ぎ当社グループの事業基盤

の強化と収益の付加を企図いたします。 

その結果、当連結会計年度におけるその他投資銀行業務の売上高は274百万円、売上総利益は274百万円となりました。 

 

以上、当連結会計年度における投資銀行事業の売上高は、7,745百万円、売上総利益は7,278百万円になりました。 

 

Ⅱ 再保険保証事業 

平成 18年３月、スイスに信用補完供与会社Stellar Capital AGを設立し、当社の行う信用補完アレンジメント案件に保証

を供与しております。その結果、通常では組成できない案件でも組成を可能ならしめ、案件の安定性が増大させております。

また、Stellar Capital AGの子会社として平成18年３月、バミューダにCrane Reinsurance Limitedを設立し、同年５月に現

地の保険業ライセンスを取得し同年７月より本格的な営業を開始しております。ここでは、国内の大手賃貸住宅管理会社が抱

えるテナントの家財保障等の再保険を引き受けております。 

平成18年３月に株式会社イントラストを設立し、国内の大手賃貸住宅管理会社とテナントの間で締結する賃貸借契約につい

て、家賃の滞納が発生したときに、当該滞納家賃の保証業務を行っております。その他、テナントが退去されたときの原状回

復費用についても保証を行っております。当該保証についてはスイスのStellar Capital AGが最終保証を引き受けます。これ

により、当社グループによるワンストップ体制を築いております。 

当連結会計年度における再保険保証事業の売上高は476百万円、売上総利益は320百万円になりました。 

 

Ⅲ その他事業 

 当社がアレンジする案件の中で、ＳＰＣに対するローンにつきシニアローン等の拠出により全額または過半をウェアハウジ

ングしているために連結会計処理をしている案件があります。ここでは、連結期間中にあがる賃料収入を計上しております。 

 なお、ローン債権売却等のリファイナンス処理完了後、連結から外します。 

 当連結会計年度におけるその他事業の売上高は９百万円、売上総利益は９百万円になりました。 

 

 

（平成19年９月期の見通し） 

当連結会計年度において当社グループは、一人前のインベストメントバンクとして最飛躍する年度と位置づけてきました。 

開発型証券化アレンジメントを中心にストラクチャードファイナンス業務は依然として順調に収益を伸ばしており、資金調達

力の増大により獲得させていただいた多額の資金をプリンシパルファイナンス業務に投下し効率的な運用を実施しております。

当連結会計年度よりアレンジメントとプリンシパルファイナンスという両輪走行が本格的に可能になり、さらにグループ内に

証券会社による販売機能をも有することができた結果、一人前のインベストメントバンクとして本格的な成長路線のテイクオ

フを果たすことができたと考えており、平成19年９月期においてもこの方向性は不変とし、あらゆる産業分野のあらゆる規模
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の会社に対してストラクチャードファイナンスの効用を広めていく所存です。 

 平成19年９月期における通期の連結業績は、連結売上高14,386百万円、連結経常利益9,012百万円、連結当期純利益5,000

百万円を見込んでおります。 

Ⅰ 投資銀行事業 

過去のアレンジメント実績は、平成17年９月期1,171億円、平成18年９月期2,611億円であり、平成19年９月期は約15％

の伸びを見込み 3,000億円と予想しております。また、過去のアレンジメント実績に対するアレンジメントフィー（信用補完

アレンジメントフィーを含む）の料率は、平成17年９月期1.83％、平成18年９月期1.79％であり、今後は約2％を見込みア

レンジメントフィー（信用補完アレンジメントフィーを含む）を平成19年９月期60億円と予想しております。 

 平成18年９月期末現在における投融資原資の内訳は、現預金101億円、営業貸付金360億円、営業投資有価証券4億円とな

っており、合計額は 465億円になります。（本日公表しております個別財務諸表の概要をご参照ください。）また、今後の銀行

借入等による資金調達により平成19年９月期の総投融資原資を約500億円と見込んでおり、そのうち400億円を平均投融資額

と想定し、47億円のプリンシパルファイナンス収益を予想しております。 

 子会社群につきましては、総じて平成18年９月期に体制整備を完了したことにより今後の収益貢献を見込んでおり、その結

果、当社グループにおける平成19年９月期の投資銀行事業の連結売上高は12,275百万円、連結経常利益は8,504百万円、連

結当期純利益は4,599百万円を見込んでおります。 

Ⅱ 再保険保証事業 

 Stellar Capital AGでは、当社が組成する信用補完アレンジメント案件の保証引受から得る収益やイントラストの滞納家賃

保証や原状回復保証による収益を計上いたします。Crane Reinsurance Limitedでは、国内の大手賃貸住宅管理会社が抱えるテ

ナントがかける家財保障等の優良な保険リスクにつき再保険を引き受けております。共に、平成18年９月期より本格的な業務

遂行に至っており、今後の収益貢献を見込んでおります。その結果、平成19年９月期における再保険保証事業の連結売上高は

2,111百万円、連結経常利益は507百万円、連結当期純利益は400百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態 

 当連結会計年度における総資産は61,229百万円となりました。純資産は24,957百万円となり、自己資本比率は40.65％とな

りました。 

 現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ17,058百万円増加し、18,718百万円となりました。 

当連結会計年度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24,266百万円（前連結会計年度は1,038百万円の減少）となりました。 

 これは主に税金等調整前当期純利益 5,581百万円の計上によって増加したものの、営業貸付金・営業投資有価証券への拠出

などプリンシパルファイナンスの実行により24,629百万円、たな卸資産の増加により6,255百万円、法人税等の支払により993

百万円、減少した結果によるものです。 

（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2,916百万円（前連結会計年度は376百万円の減少）となりました。 

 これは主に投資有価証券の取得による支出2,144百万円、金銭の信託による支出831百万円によるものです。 

（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44,247百万円（前連結会計年度は2,352百万円の増加）となりました。 

 これは主に社債発行による収入48,481百万円及び短期借入金の純増減額3,926百万円によるものです。 
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 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 

自己資本比率 44.85％ 42.61％ 40.65％ 

時価ベースの自己資本比率 ― 968.65％ 195.18％ 

債務償還年数 1.2年 ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 173.93 ― ― 

 （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。 

      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16年９月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17年９月期・平成18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。 

 

（３）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11月15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、人材の確保・維持について 

当社グループは、平成18年９月30日現在において、役員24名、従業員55名（その他、派遣・アルバイト等６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、当社グループ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。 

また、当社グループの業務内容は、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、当社グループの成長速度に

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、または当社グループの求める人材が

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。 

 

② 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」 
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「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」 

「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３条第１項に基づき貸金業者登録（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、現在当社が受けている登録の有効

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条に登録拒否事由が、第37条及び第38条に登録取消事由がそれぞれ定められて

おりますが、現時点において、当社はこれらの登録拒否事由又は登録取消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（更新）の拒否又は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。 

 

③ 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並びに認定支援者に対して旧商

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日の臨時株主総会並びに平成16年12月3日の定時株主総

会並びに平成17年12月20日の定時株主総会の特別決議、及び平成16年12月１日、平成16年12月14日、平成17年12

月2日、平成18年４月27日の臨時取締役会の決議に基づき、当社の役員及び従業員並びに子会社又は関連会社の役員に対

して、平成13年改正旧商法第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、現在残存している新株引受権及び新株予約権が行使された場合、１株あ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11月15日現在における発行済株式総数1,183,110株に対し新株引受権及び新株

予約権による潜在株式数は112,700株となっております。この新株予約権の権利行使については、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」に基づき、行使可能な期間及び行使可能株式数等の条件を定めております。 

④ 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) 

第12期 
(平成18年9月期) 

売 上 高      (千円) 5,000 195,255 945,051 2,463,575 7,544,427 

経常利益または 

経常損失(△)  (千円) 
△156,926 △21,609 463,834 1,603,975 5,480,380 

当期純利益または 

当期純損失(△)(千円) 
△158,772 △73,223 354,215 930,533 3,234,627 

資 本 金   (千円) 169,385 230,385 550,385 1,303,735 10,624,769 

総 資 産    (千円) 214,375 137,501 1,480,205 8,015,569 58,595,137 

純 資 産    (千円) 1,665 △10,558 663,657 3,449,440 24,896,403 

従業員数〔外、平均臨時雇

用者数〕   (名) 

10 

〔１〕 

８ 

〔１〕 

11 

〔２〕 

23 

〔4〕 

42 

〔6〕 

（注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 
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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、当社代表の玉井、会長の

藤井の実質２名にて運営されていた企業であり、それ以前は年間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。 

 

⑤ 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。 

 

⑥ 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。 

 

⑦ 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

ョンズリミテッド社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。 

 

⑧ プリンシパルファイナンスについて 

当社のプリンシパルファイナンス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実行残高推移〕                       （単位：百万円） 

2005年9月期 2006年9月期  

上半期 下半期 上半期 下半期 

新規実行 2,693 6,526 37,290 31,720 

売却・リファイナンス・アービトラージ 39 4,074 5,344 39,567 

営業貸付金 3,295 5,747 37,693 29,846 

※ 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。 
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⑨ 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。 

 

⑩ 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。 

 

⑪ 新規参入の再保険ビジネスに関するリスク 

当社グループは、当社が組成する案件の中に潜むリスクの保証、滞納家賃保証、原状回復保証、家財保障等の再保険引受

を目的とした再保険保証事業を営んでおります。再保険保証事業では、実際に発生する損失が引受による収益を上回る可能

性があり、これにより当社グループの営業成績および財務状況に悪影響を与えるリスクがあります。 

 

⑫ 戦略的な投資、合併、合弁または新規事業への参入により発生するリスクおよび不安定要素 

当社グループは、内部的な拡張や発展だけではなく、戦略的な投資、合併、ならびに合弁を行うことにより中核ビジネス

を成長させようとしております。戦略的な投資、合併、ならびに合弁を行うと、関連するビジネスやシステムの合体や融合、

会計およびデータ処理システムの統一、経営コントロール、顧客やビジネスパートナーとの関係調整等、様々なリスクや不

安定要素を抱えることになります。また、プロジェクトの効率性、相乗効果、コスト削減等の実現も難しくなる可能性があ

ります。 

さらに、合弁事業におけるビジネスの成功は、システム、管理体制、人員に依存するところが大きいと考えられますが、こ

れらは当社グループの完全なる管理下には置かれません。加えて、当社グループと合弁事業のパートナーとの対立および意

見の不一致は、当社グループのビジネスに悪影響を与える可能性があります。また、新たな合併や合弁に伴う新株の発行に

よる既存株式の希薄化も懸念されます。 

結果として、既存ビジネスの成長拡大もしくは新規ビジネスへの参入、新プロダクツの提案には多大な資源が必要となり、

結果として、不測の損失、コスト、債務が多額に上る可能性があります。また、事業の拡大、合併ならびに合弁には、経営

力の集中を必要とするため、経営陣の他業務への注意力が散漫になる可能性があります。これらの資本、株式、経営力の傾

倒等の要素が当社グループの経営に影響を与える可能性があります。 
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 ４．連結財務諸表等 

  連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 
 

  
前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金 ※２  1,848,843   18,907,675   

 ２ 売掛金   13   13,525   

 ３ 営業投資有価証券   383,030   439,512   

 ４ たな卸資産 ※2・7  164   8,586,337   

 ５ 営業貸付金 ※2・3  5,364,000   29,406,589   

 ６ 繰延税金資産   58,222   255,642   

 ７ その他   46,464   1,055,236   

   貸倒引当金   ―   △88,219   

   流動資産合計   7,700,738 95.8  58,576,299 95.7 50,875,560 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産         

  (1) 建物  61,733   65,822    

    減価償却累計額  △6,368 55,364  △17,236 48,585   

  (2) 器具及び備品  20,811   33,872    

    減価償却累計額  △9,319 11,492  △13,986 19,885   

   有形固定資産合計   66,856 0.8  68,471 0.1 1,614 

 ２ 無形固定資産   4,819 0.0  103,735 0.2 98,915 

 ３ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券 ※１  50,213   2,189,412   

  (2) 長期貸付金   3,557   ―   

  (3) 敷金保証金   133,211   201,362   

  (4) 繰延税金資産   2,570   ―   

  (5) その他   84,010   89,827   

    貸倒引当金   △3,690   ―   

   投資その他の資産合計   269,872 3.4  2,480,602 4.0 2,210,729 

   固定資産合計   341,549 4.2  2,652,808 4.3 2,311,259 

   資産合計   8,042,288 100.0  61,229,108 100.0 53,186,820 
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前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

 １ 買掛金   37,198   51,119   

 ２ 短期借入金 ※2・7  460,000   6,330,500   

 ３ 営業借入金 ※２  3,067,200   3,094,325   

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金 

  38,640   173,056   

 ５ 未払金   42,108   74,156   

 ６ 未払費用   6,751   144,153   

 ７ 未払法人税等   650,513   2,304,894   

 ８ 未払消費税等   89,685   177,970   

 ９ 賞与引当金   15,557   80,000   

 10 その他   76,610   1,598,400   

   流動負債合計   4,484,265 55.8  14,028,576 22.9 9,544,310 

Ⅱ 固定負債         

 １ 新株予約権付社債   ―   20,000,000   

 ２ 長期借入金   53,408   2,216,492   

 ３ 繰延税金負債   ―   7,525   

 ４ 退職給付引当金   2,370   4,335   

 ５ その他   25,650   14,250   

   固定負債合計   81,428 1.0  22,242,602 36.3 22,161,173 

   負債合計   4,565,694 56.8  36,271,178 59.2 31,705,484 

         

(少数株主持分)         

  少数株主持分   49,520 0.6  ― ― ― 

         

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※６  1,303,735 16.2  ― ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   1,101,900 13.7  ― ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   1,021,438 12.7  ― ― ― 

   資本合計   3,427,073 42.6  ― ― ― 

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

  8,042,288 100.0  ― ― ― 
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前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

 １ 資本金   ― ―  10,624,769 17.4 ― 

 ２ 資本剰余金   ― ―  10,351,900 16.9 ― 

 ３ 利益剰余金   ― ―  3,882,974 6.3 ― 

   株主資本合計   ― ―  24,859,644 40.6 ― 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １ その他有価証券評価差額金   ― ―  28,321 0.1 ― 

   評価・換算差額等合計   ― ―  28,321 0.1 ― 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  69,963 0.1 ― 

   純資産合計   ― ―  24,957,929 40.8 ― 

   負債純資産合計   ― ―  61,229,108 100.0 ― 
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② 連結損益計算書 
 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高         

 １ 投資銀行事業 ※１ ―   7,745,562    

 ２ 再保険保証事業 ※２ ―   476,277    

 ３ その他事業  ― 2,463,575 100.0 9,873 8,231,713 100.0 5,768,138 

Ⅱ 売上原価   306,421 12.4  622,716 7.6 316,294 

   売上総利益   2,157,153 87.6  7,608,997 92.4 5,451,843 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 役員報酬  94,466   194,644    

 ２ 給与手当  111,498   324,325    

 ３ 貸倒引当金繰入  ―   88,219    

 ４ 賞与引当金繰入  13,782   137,651    

 ５ 退職給付費用  623   1,749    

 ６ 減価償却費  7,790   13,550    

 ７ 地代家賃  74,993   120,290    

 ８ 支払手数料  48,031   351,968    

 ９ その他  188,548 539,736 21.9 454,713 1,687,114 20.5 1,147,377 

   営業利益   1,617,417 65.7  5,921,883 71.9 4,304,466 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息  43   53,454    

 ２ 投資事業組合運用益  2,197   ―    

 ３ 貸倒引当金戻入益  ―   3,690    

 ４ その他  295 2,536 0.1 1,946 59,091 0.7 56,554 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息  2,725   89,916    

 ２ 新株発行費  15,492   ―    

 ３ 株式交付費  ―   112,675    

 ４ 社債発行費  ―   18,092    

 ５ デリバティブ評価損  5,837   1,341    

 ６ 公開準備費用  24,073   ―    

 ７ 転換社債償還損  ―   50,000    

 ８ シンジケートローン手数料  ―   86,575    

 ９ その他  634 48,763 2.0 41,281 399,883 4.9 351,120 

   経常利益   1,571,190 63.8  5,581,091 67.8 4,009,900 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅵ 特別損失         

 １ 本社移転費 ※３ 18,786 18,786 0.8 ― ― ― △18,786 

   税金等調整前当期純利益   1,552,403 63.0  5,581,091 67.8 4,028,687 

   法人税、住民税及び事業税  698,899   2,581,258    

   法人税等調整額  △43,764 655,134 26.6 △196,714 2,384,543 29.0 1,729,408 

   少数株主損失   11,390 0.5  39,208 0.5 27,817 

   当期純利益   908,659 36.9  3,235,755 39.3 2,327,096 
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
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) 

(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 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,101,900 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   112,779 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  当期純利益  908,659 908,659 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   1,021,438 
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④ 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日)        （単位：千円） 

 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 1,303,735 1,101,900 1,021,438 － 3,427,073 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 9,321,034 9,250,000 － － 18,571,034 

 剰余金の配当 － － △369,009 － △369,009 

 当期純利益 － － 3,235,755 － 3,235,755 

 自己株式の取得 － － － △3,379 △3,379 

 自己株式の消却 － － △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連結会計年
度の変動額(純額) 

－ － － － － 

連結会計年度中の変動額合計 9,321,034 9,250,000 2,861,536 － 21,432,570 

平成18年９月30日残高 10,624,769 10,351,900 3,882,974 － 24,859,644 

 

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 － － 49,520 3,476,593 

連結会計年度中の変動額     

 新株の発行 － － － 18,571,034 

 剰余金の配当 － － － △369,009 

 当期純利益 － － － 3,235,755 

 自己株式の取得 － － － △3,379 

 自己株式の消却 － － － － 

 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連結会計年
度の変動額(純額) 

28,321 28,321 20,443 48,764 

連結会計年度中の変動額合計 28,321 28,321 20,443 21,481,334 

平成18年９月30日残高 28,321 28,321 69,963 24,957,929 
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⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

比較増減 

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     

   税金等調整前当期純利益  1,552,403 5,581,091  

   減価償却費  9,042 15,172  

   貸倒引当金の増減額(減少△)  ― 84,529  

   賞与引当金の増減額(減少△)  8,265 64,442  

   退職給付引当金の増減額(減少△)  △629 1,964  

   保証料の償却額  200 149  

   受取利息  △43 △53,454  

   支払利息  2,725 89,916  

   新株発行費  15,492 ―  

   株式交付費  ― 112,675  

   投資事業組合運用益  △2,197 ―  

   固定資産除却損  10,864 ―  

   社債発行費  ― 18,092  

   転換社債償還損  ― 50,000  

   売上債権の増減額(増加△)  979 △13,511  

   営業投資有価証券の増減額 
   (増加△) 

 △336,856 △56,482  

   たな卸資産の増減額(増加△)  942 △6,255,562  

   営業貸付金の増減額(増加△)  △4,769,000 △24,572,589  

   仕入債務の増減額(減少△)  5,258 13,921  

   営業借入金の増減額(減少△)  2,497,200 27,125  

   未払金の増減額(減少△)  28,882 24,385  

   未払費用の増減額(減少△)  2,294 87,720  

   その他  129,257 1,515,359  

    小計  △844,916 △23,265,052 △22,420,136 

   利息の受取額  43 55,400  

   利息の支払額  △3,139 △63,229  

   法人税等の支払額  △190,345 △993,306  

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,038,357 △24,266,188 △23,227,831 

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  △25,732 △28,535  

   投資有価証券の取得による支出  △48,016 △2,144,956  

   出資金の取得による支出  △69,500 △48,049  

   出資金の売却による収入  ― 42,000  

   定期預金預入による支出  △189,000 ―  

   金銭の信託による増加  ― △831,973  

   貸付金による支出  ― △6,000,000  

   貸付金の回収による収入  ― 6,010,402  

   敷金保証金等への支出  △134,007 △67,550  

   敷金保証金の回収による収入  45,156 4,474  

   新規連結子会社の取得による支出  ― △53,730  

   新規連結子会社の取得による収入 ※2 54,011 191,807  

   その他  △9,388 9,510  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △376,477 △2,916,601 △2,540,124 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

比較増減 

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  460,000 3,926,500  

   長期借入金の返済による支出  △33,528 △102,500  

   長期借入れによる収入  100,000 2,400,000  

   社債発行による収入  ― 48,481,857  

   株式の発行による支出  ― △73,115  

   株式の発行による収入  1,839,757 42,674  

   少数株主への株式の発行 

   による収入 
 ― 25,000  

   配当金の支払  ― △367,360  

   社債の償還による支出  ― △10,050,000  

   その他  △13,383 △35,834  

   財務活動によるキャッシュ・フロー  2,352,846 44,247,222 41,894,375 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △30 △13,139 △13,108 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  937,977 17,051,293 16,113,311 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  721,861 1,659,838 937,977 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物  ― 7,539 7,539 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,659,838 18,718,675 17,058,832 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18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 
連結子会社名 
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㈱ 

(1) 連結子会社の数 13社 
連結子会社名 
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 
㈲TSMフィフティーン 
㈲FGIインベストメント・ツー 
㈲TSMフォーティーン 
㈲ブレナム・パートナーズ・ワン 
匿名組合２組合 
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
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、㈲TSMフィフティーン、㈲FGIイ
ンベストメント・ツー、㈲TSMフォーテ
ィーン、㈲ブレナム・パートナーズ・
ワン及び匿名組合２組合については、
当該会社及び組合の権利義務及び損益
等のリスクの大部分を実質的に当社が
負担していると認められるため、連結
の範囲に含めております。 
さらに、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。 
  
(2) 主要な非連結子会社の名称 
㈲エフジーアイ・プリンシパル 
なお、㈲エフジーアイ・プリンシパ
ルは平成18年11月に㈱FGIプリンシパ
ルに商号変更しております。 
（連結の範囲から除外した理由） 
 非連結子会社は小規模会社であり、
総資産、売上高、当期純損益(持分に見
合う額）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。 
 
(1)持分法を適用した関連会社数 
  ２社 
 会社等の名称 
㈲アールエフファンディング・ワン 
匿名組合１組合 
なお、㈲アールエフファンディング・
ワン及び匿名組合１組合については、
当該会社及び組合の権利義務及び損益
等のリスクの一定部分を実質的に当社
が負担していると認められるため、持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 持分法の適用に関する事
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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㈱ 
（連結の範囲から除外した理由） 
 非連結子会社は小規模会社であり、
総資産、売上高、当期純損益(持分に見
合う額）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。 
 
 
 
 
(1)持分法を適用した関連会社数 
――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分法適用の範囲に含めております。 
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項目 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)持分法を適用しない非連結子会社

の名称 

 フィンテック リアルエステート㈱ 

 

 

 

 

(3)持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期純損益(持

分に見合う額）及び利益剰余金(持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しておりま

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度から｢投資事業組合に

対する支配力基準及び影響力基準の適

用に関する実務上の取扱い｣(実務対応

報告第20号 平成18年９月８日)を適用

したことにより、持分法適用の範囲に含

めております。これによる損益に与える

影響はありません。 

 

 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及
び関連会社のうち主要な会社等の名称 

㈱JBFinTech Capital 

フィンテック グローバル キャピタル

合同会社 

㈲エフジーアイ･プリンシパル 

 

(3)持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ当期

純損益(持分に見合う額）及び利益剰余

金(持分に見合う額）等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外し
ております。 

 

 

   連結子会社のうち、フィンテックキ

ャピタルリスクソリューションズ㈱、

㈲TSMフォーティーンの決算日は12月

31日、フィンテックグローバル証券

㈱、㈲TSMフィフティーンの決算日は

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。 
連  また、連結子会社のうち、㈲ブレナ

ム・パートナーズ・ワンの決算日は６

月30日、㈲FGIインベストメント・ツ

ー、匿名組合２組合の決算日は７月31

日であります。連結財務諸表の作成に

あたっては、決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行っ

ております。 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 

 

 

 

 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方 

  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) デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

 

(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。 

販売用不動産 

――――― 

 

 

(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)新株発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

 

(2)株式交付費 

――――― 

 

 

(3)社債発行費 

――――― 

 

 

(1) 有価証券 

 ①その他有価証券 

  時価のあるもの 

  連結会計年度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) デリバティブ 

 同左 

 

(3) たな卸資産 

仕掛品 

  同左 

 

販売用不動産 

   個別法による原価法を採用してお

ります。 

 

(1)有形固定資産 

  同左 

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   ３～20年 

 

 

(1)新株発行費 

――――― 

 

 

(2)株式交付費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

 

(3)社債発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (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

率を基礎として、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  

 

 (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 

 (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。 

 

(3) 退職給付引当金 

   同左 

 

(5) 重要なリース取引の処理

方法 

 

 

 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 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。 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす金利スワ 

ップについては、特例処理を採用

しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  イ ヘッジ手段・・金利スワップ 

  ロ ヘッジ対象・・借入金 

 (3) ヘッジ方針 

市場金利の変動を回避する目的で 

金利スワップを行っております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  金利スワップについては、特例処 

  理の要件を充足しているため有 

効性の評価を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

  同左 

   

 (3) ヘッジ方針 

  同左 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

(7) その他連結財務諸表作成

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。 

 

(2) 営業投資有価証券(匿名組合出資

金)の会計処理 

 当社グループは営業投資有価証券

(匿名組合出資金)の会計処理を行うに

際して、匿名組合の財産の持分相当額

を「営業投資有価証券」として計上し

ております。匿名組合への出資時に「営

業投資有価証券」を計上し、匿名組合

が獲得した純損益の持分相当額につい

ては、「売上高」に計上するとともに同

額を「営業投資有価証券」に加減して

おります。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2) 営業投資有価証券(匿名組合出資

金)の会計処理 

  同左 

 

 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 

 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 

７ のれんの償却に関する事

項 

 

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用し

ております。 

 

連結調整勘定は、５年間で均等償却

しております。 

 

――――― 

 同左 

 

 

 

  ――――― 

 

 

のれんは、５年間で均等償却しており

ます。 

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

 

  ――――― 

 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

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 
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会計方針の変更 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

―――― 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
 当連結会計年度から「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) 
 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」(企業会計基準第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24,887,966千円であります。 
 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年
度における貸借対照表の純資産の部については、改正後
の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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

（連結貸借対照表関係） 

「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、前連結会計年度まで「営業匿

名組合出資金」として表示しておりましたが、当連結

会計年度より「営業投資有価証券」として表示してお

ります。 

 

――――――――― 

 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度において、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示していた「敷金

保証金への支出」及び「敷金保証金の回収による収入」

は、当連結会計年度に、重要性が増加したため、区分

掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「敷金保証金への支出」は

△1,312千円、「敷金保証金の回収による収入」は480千

円であります。 

 

――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書関係） 
前連結会計年度において、「新株発行費」として表示し

ていたものは、当連結会計年度から「株式交付費」とし

て表示しております。 
 

――――――――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券(株式) 18,816千円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券(株式) 5,000千円

投資有価証券（その他の有価証券） 49千円

 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保提供資産 

   現金及び預金  189,000千円 

   対応債務 

   営業借入金   325,500千円 

 

(2) 担保に供している資産は以下のとおりであります。 

   「質権の設定」 

資産の種類 帳簿価額 対応する債務の金額 

営業貸付金 870,000千円 
営業借入金 
830,000千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保提供資産 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金 189,000千円

たな卸資産 2,399,660千円

営業貸付金 815,000千円

  計 3,403,660千円

   担保付債務は次のとおりであります。 

営業借入金 961,700千円

短期借入金 1,944,000千円

  計 2,905,700千円
 

 

※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 ―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 貸出コミットメント契約 

  プリンシパルファイナンス業務における貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

貸出実行残高 95,000千円

貸出未実行残高 1,905,000千円

  

  なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入

人の資金使途、信用状態等に関する審査を貸出の条件と

しているため、必ずしも全額が貸出実行されるものでは

ありません。 

 

４ 出資コミットメント契約 

  プリンシパルファイナンス業務における出資コミッ

トメントに係る出資未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

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

 

なお、上記貸出コミットメント契約においては、被出

資者の資金使途、信用状態等に関する審査を出資の条件

としているため、必ずしも全額が出資実行されるもので

はありません。 
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(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

５ ―――― 

 

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 

            740,000千円 

㈲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 

㈲デュープレックス・フォーティーファースト 

           400,000千円 

㈲デュープレックス・フォーティーフォース 

           300,000千円 

㈲デュープレックス・フォーティセブンス 

           450,000千円 

㈲ 横 浜 ベ イ サ イ ド リ ゾ ー ト 

          2,000,000千円 

 

※６ 発行済株式総数 

   当社の発行済株式総数は普通株式68,335株であり

ます。 

 

※７ ―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ８ ―――― 
 

 

 

※６ ―――― 

 

 

 

※７ 権利義務及び損益等のリスクの大部分を実質的に

当社が負担していると認められるため、以下の特

別目的会社及び当該特別目的会社に出資している

匿名組合２組合を連結の範囲に含めております。 

   ㈲TSMフィフティーン 
㈲FGIインベストメント・ツー 
㈲TSMフォーティーン 

㈲ブレナム・パートナーズ・ワン 

    連結財務諸表に含まれている当該特別目的会社

及び匿名組合の資産及び負債の主なものは以下

のとおりであります。 

   たな卸資産   8,584,620千円 

   短期借入金   1,944,000千円 

 

８ プリンシパルファイナンス業務における投融資資

金に充当するため取引銀行とコミットメントライ

ン契約を締結しております。当該契約における借

入極度額及び借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 借入コミットメントの極度額  4,000,000千円 

 借入実行残高             ―千円 

 借入未実行残高        4,000,000千円 
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(連結損益計算書関係) 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ ―――――― 

 

 

 

 

 

 

※１ 投資銀行事業売上の内訳は以下のとおりであり

ます。 

アレンジャー業務  4,674,212千円 

(アレンジメント   3,734,998千円） 

(信用補完付アレンジメント   939,214千円) 

プリンシパルファインナンス業務 2,796,810千円 

その他投資銀行業務  274,540千円 

    計        7,745,562千円  

 

※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  466,583千円 

未経過保証料  △354,916千円 

保証手数料    216,687千円 

 計       328,354千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 本社移転費の内訳 

建物除去損 10,202千円 

器具及び備品除去損 661千円 

原状回復費 7,922千円 

 18,786千円 

  

正味収入保険料  152,923千円 

出再保険料    △5,000千円 

 計       147,923千円 

 

 

   

※３ ―――――― 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 68,335 168,290.79 3.79 236,622 
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

  平成17年12月20日付の株式分割（普通株式１株につき３株）による増加 136,710株 

  新株予約権（ストックオプション）の行使による増加            3,525株 

  第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使による増加   28,055.79 株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

自己株式の消却による減少 3.79株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) ― 3.79 3.79 ― 
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 端株式の買取による増加   3.79株  

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 消却による減少       3.79株 

 

３ 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 

前連結 
会計年度末 

増加 減少 
当連結 
会計年度末 

当連結会計 

年度末残高
（千円） 

平成17年12月発行第１回 

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

平成18年４月発行第２回 

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

平成18年４月発行第３回 

新株予約権付社債 
普通株式 － 22,222.22 － 22,222.22 20,000,000 

合 計 － 61,389.12 39,166.9 22,222.22 20,000,000 

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  新株予約権の当期増加は、第１回新株予約権付社債、第２回新株予約権付社債及び第３回新株予約権付社債の発行

によるものであります。 

平成17年12月発行第１回新株予約権付社債の当期減少は、新株予約権付社債の権利行使によるものであります。 

平成18年４月発行第２回新株予約権付社債の当期減少は、新株予約権付社債の繰上償還によるものであります。 

３ 平成18年４月発行第３回新株予約権付社債は、当連結会計年度末後の平成18年11月６日に全額を繰上償還しており

ます。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（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21日 

 

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

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年12月20日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,183,110 5,000 平成18年９月30日 平成18年12月21日 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額と関係 

        (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 

 
※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

  
 ３ ―――――― 
 
 
 

※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18年９月30日現在) 

現金及び預金 18,907,675千円
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 18,718,675千円

 
※２ 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 
㈲FGIインベストメント・ツー 
流動資産 1,891,106千円
流動負債 1,408,106千円

   なお、上記以外に当社に対する債務が480,000千円
あり、純資産は3,000千円であります。 
流動資産のうち現金及び現
金同等物 

87,759千円

新規連結子会社の取得によ
る収入 

87,759千円

 
 

㈲ブレナム・パートナーズ・ワン 
流動資産 649,789千円
流動負債 596,789千円

   なお、上記以外に当社に対する債務が50,000千円
あり、純資産は3,000千円であります。 
流動資産のうち現金及び現
金同等物 

104,048千円

新規連結子会社の取得によ
る収入 

104,048千円

 
 ３ 重要な非資金取引の内容 
   新株予約権付社債(無担保転換社債型新株予約権

付社債)に付された新株予約権の行使の内容 
新株予約権の行使による資
本金増加額 

9,250,000千円

新株予約権の行使による資
本準備金増加額 

9,250,000千円

新株予約権の行使による新
株予約権付社債減少額 

18,500,000千円
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(リース取引関係) 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18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 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。 

 
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。 

 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引 
 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額 

 取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

建物 1,938 678 1,260 

器具及 
び備品 

22,022 6,395 15,627 

無形固 

定資産 
556 129 426 

合計 24,518 7,203 17,314 

 
２ 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 4,766千円
１年超 13,155千円

 合計 17,922千円
 
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 5,088千円
減価償却費相当額 4,498千円
支払利息相当額 919千円

 
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 
  同左 
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(有価証券関係) 

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 時価評価されていない主な有価証券 

種 類 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

匿名組合出資金 383,030 

非上場株式 9,200 

投資事業組合 22,197 

 

当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区 分 取得原価(千円) 

連結決算日におけ

る連結貸借対照表

計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 9,200 32,280 23,080 

債券 ― ― ― 

その他 1,312,907 1,343,009 30,101 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

小計 1,322,107 1,375,289 53,181 

株式 ― ― ― 

債券 ― ― ― 

その他 730,216 719,888 △10,327 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

小計 730,216 719,888 △10,327 

合 計 2,052,324 2,095,178 42,854 

 

 ２ 時価評価されていない主な有価証券 

種 類 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

匿名組合出資金 439,512 

非上場株式 67,500 

投資事業組合 21,734 
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 (デリバティブ取引関係) 

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 取引の状況に関する事項 

(1)取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ及び金利キャップ取引であります。 

(2)取引に対する取組方針及び利用目的 

 デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で実施す

るものであり、投機的な取引は行わない方針であります。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ヘッジ対象は借入金であり、ヘッジ手段は金

利スワップの特例処理の対象となる取引であり、金利リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。 

(3)取引に対するリスクの内容 

 金利スワップ及び金利キャップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。 

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。 

(4)取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の運用・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(5)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 （単位：千円） 

前連結会計年度（平成17年９月30日現在） 
区分 種類 

契約額等 
契約額等の 
うち１年超 

時価 評価損益 

金利キャップ取引     市場取 
引以外 
の取引 買建 680,000 680,000 1,342 △5,837 

合計 680,000 680,000 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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当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1)取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ及び金利キャップ取引であります。 

(2)取引に対する取組方針及び利用目的 

 デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で実施す

るものであり、投機的な取引は行わない方針であります。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ヘッジ対象は借入金であり、ヘッジ手段は金

利スワップの特例処理の対象となる取引であり、金利リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。 

(3)取引に対するリスクの内容 

 金利スワップ及び金利キャップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。 

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。 

(4)取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の運用・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(5)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 （単位：千円） 

当連結会計年度（平成18年９月30日現在） 
区分 種類 

契約額等 
契約額等の 
うち１年超 

時価 評価損益 

金利キャップ取引     市場取 
引以外 
の取引 買建 200,000 200,000 1,258 △1,341 

合計 200,000 200,000 1,258 △1,341 

  (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。 

 

 

(退職給付関係) 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  退職金規程に基づく退職一時金制度を設けておりま

す。 

  

１ 採用している退職給付制度の概要 

     同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 2,370千円

退職給付引当金 2,370千円

  

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 4,335千円

退職給付引当金 4,335千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 870千円

退職給付費用 870千円

  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 1,964千円

退職給付費用 1,964千円
 

４ 当社及び連結子会社は、退職給付債務及び退職給付

費用の算定方法として簡便法を採用しております。 

  

４ 同左 

 



 ― 37 ― 

(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産 

(流動資産) 

未払事業税 49,418千円

賞与引当金繰入超過額 6,330千円

その他 2,474千円

 計 58,222千円

(固定資産) 

退職給付引当金繰入超過額 944千円

貸倒引当金繰入超過額 1,501千円

その他 125千円

 計 2,570千円

繰延税金資産合計 60,793千円

  

   

    

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 

繰延税金資産 

(流動資産) 

税務上の繰越欠損金 21,826千円

未払事業税 185,081千円

賞与引当金繰入超過額 32,552千円

貸倒引当金繰入超過額 35,896千円

その他 9,584千円

 小計 284,941千円

評価性引当額 △29,298千円

繰延税金資産(流動)合計 255,642千円

(固定資産) 

税務上の繰越欠損金 75,599千円

退職給付引当金繰入超過額 1,764千円

その他 102千円

 小計 77,465千円

評価性引当額 △75,599千円

 小計 1,866千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △1,866千円

繰延税金資産(固定)合計 ―千円

   

繰延税金負債 

  (固定負債) 

  投資有価証券評価差額金      △9,391千円 

   小計              △9,391千円 

  繰延税金資産(固定)との相殺     1,866千円 

   繰延税金負債(固定)合計     △7,525千円 

  

 差引：繰延税金資産の純額     248,117千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ 

るため、記載を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

 

 法定実効税率           40.7％ 

 （調整） 
 交際費等永久に損金に算入      0.2％ 

 されない項目 

 評価性引当額の増減         1.8％ 

 その他               0.0％ 

 税効果会計適用後の法人税等    42.7％ 

の負担率 
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(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 新株引受権 
第１回新株予約権 
第２回新株予約権 

付与対象者の区分 
及び人数 

当社取締役 ３名 
当社従業員 ８名 
認定支援者 ７名 

当社取締役    ２名 
当社従業員    17名 
当社監査役    ３名 
関係会社取締役   ２名 

ストック・ 
オプションの数 
(注)１ 

普通株式 815株(注)２ 普通株式 12,465株(注)２ 

付与日 平成13年12月25日 
第１回 平成16年12月１日 
第２回 平成16年12月14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、当社または当社の子会社の取締役また
は従業員であることを要する。 
（認定支援者は除く） 

権利確定日（権利行使期間の初日以降）に
おいて、当社、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。 

対象勤務期間 

平成13年12月25日～平成15年12月25日 
（当社取締役及び従業員） 

 
認定支援者については 
該当事項はありません。 

第１回 
平成16年12月１日～平成18年６月30日 

 
 第２回 
平成16年12月14日～平成18年６月30日 

権利行使期間 

平成15年12月26日～平成23年12月25日 
（当社取締役及び従業員） 

 
当社上場後から平成23年12月25日まで 

（認定支援者） 

平成18年７月１日～平成26年６月15日 

 
 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 

当社従業員 30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2,940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、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 

(注) １ 株式数に換算して記載しています。 

２ 当社は平成16年12月20日付をもって、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、また平成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・オプションの数を

調整しております。また、当社は平成18年10月１日付をもって、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行

っておりますが、当該分割は当連結会計年度後に行われておりますので、調整しておりません。 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日)において存在したストック・オプショ

ンを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、当社

は、平成18年10月１日付をもって、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、株式

数には反映しておりません。 

①ストック・オプションの数 

 新株引受権 
第１回新株予約権 
第２回新株予約権 

第３回新株予約権 第４回新株予約権 

付与日 平成13年12月25日 
平成16年12月１日 
平成16年12月14日 

平成17年12月２日 平成18年４月27日 

権利確定前     

期首（株） ― 5,000 ― ― 

 付与（株） ― ― 3,000 650 

分割による増加（株）(注) ― 10,000 ― ― 

 失効（株） ― ― 60 ― 

 権利確定（株） ― 15,000 ― ― 

 未確定残（株） ― ― 2,940 650 

権利確定後     

期首（株） 615 ― ― ― 

 権利確定（株） ― 15,000 ―   ― 

分割による増加（株）(注) 1,190 ― ― ― 

 権利行使（株） 990 2,535 ―   ― 

 失効（株） ― ― ― ― 

 未行使残（株） 815 12,465 ― ― 

(注) 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おります。 

②単価情報 

 新株引受権 
第１回新株予約権 
第２回新株予約権 

第３回新株予約権 第４回新株予約権 

付与日 平成13年12月25日 
平成16年12月１日 
平成16年12月14日 

平成17年12月２日 平成18年４月27日 

権利行使価格（円） 3,334 26,667 73,334 729,894 

行使時平均株価（円） 608,506 493,221 ― ― 

付与日における公正な 
評価単価（円） 

― ― ― ― 
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 (セグメント情報) 

 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成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。 

 

当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９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。 

 

 

 所在地別セグメント情報 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９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。 

 

 海外売上高 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30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。 
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 （関連当事者との取引） 

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) 

  役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

 
役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有す
る会社 
 

㈱アイエ
ヌコーポ
レーショ
ン(注３) 

大阪市 
中央区 

10,000 
保険業・ 
不動産業 

(被所有) 
直接 
1.5 

なし なし 

 
敷金の受取 
 
家賃の受取 
 

2,108 
 

130 

－ 
 

－ 

－ 
 
－ 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

(注) １ 取引金額には消費税等を含んでおりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   当社が賃借している建物の一部を使用面積に応じ当社と同条件にて転貸しております。 

３ 当社役員である井上晴義及びその近親者が議決権の60％を所有しております。 

 

 

当連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

  役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

 
役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有す
る会社 
 

㈱アイエ
ヌコーポ
レーショ
ン(注３) 

大阪市 
中央区 

10,000 
保険業・ 
不動産業 

(被所有) 
直接 
1.3 

なし なし 

 
敷金の受取 
 
家賃の受取 
 

2,108 
 

2,890 

－ 
 

－ 

－ 
 
－ 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

(注) １ 取引金額には消費税等を含んでおりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   当社が賃借している建物の一部を使用面積に応じ当社と同条件にて転貸しております。 

３ 当社役員である井上晴義及びその近親者が議決権の60％を所有しております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり純資産額 50,151円07銭 105,180円27銭 

１株当たり当期純利益 14,439円89銭 14,354円40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日付けで株式１株につき、５株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 10,880円46銭 

１株当たり当期純利益 6,106円59銭 

12,458円52銭 

 

 当社は、平成17年10月３日開催の

臨時取締役会において、平成17年12

月20日付で株式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 16,717円02銭 

１株当たり当期純利益 4,813円25銭 

(注) 算定上の基礎 

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

 
 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

当期純利益(千円) 908,659 3,235,755 

普通株式に係る当期純利益(千円) 908,659 3,235,755 

普通株式の期中平均株式数(株) 62,927 225,419 

潜在株式調整後１株当たり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 

 
 

632 
1,566 
― 

 
 

1,417 
16,849 
16,037 

普通株式増加数（株） 2,198 34,303 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

― 新株予約権   650株 
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(重要な後発事象) 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 当社は、平成17年10月３日開催の臨時取締役会にお

いて、平成17年12月20日付けをもって、株式分割を

行う旨を決議いたしました。 

 

(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 

 

１ 当社は、平成18年９月８日開催の取締役会において、

当社株式の流動性の向上を図るとともに、１株当た

りの投資金額を引き下げ、投資家層の拡大を図る目

的で、平成18年10月１日付をもって、株式分割を行

う旨を決議いたしました。 

 

(1) 分割により増加する株式数 
普通株式 946,488株 

 

(2) 分割の方法 
平成18年９月30日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式を１株につき、５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      3,343円41銭 

  １株当たり当期純利益      962円65銭 

  潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益           930円17銭 

 

 当連結会計年度 

  １株当たり純資産額      21,036円05銭 

  １株当たり当期純利益      2,870円88銭 

  潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益          2,491円70銭 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

―――― ２ 当社は平成18年10月６日開催の取締役会において 

、当社が発行した第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）額面総金額200億円につきまして本 

新株予約権付社債の社債要項および買取契約証書 

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) 繰上償還の理由 
  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。今後予想される株主価値の希薄化

および財務力強化のバランスを総合的に勘案した結

果、本新株予約権付社債の残額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） 

 

(3) 繰上償還通知日 
平成18年10月６日 

なお、買取契約書上、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10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10月10日正午までの転

換価額は180,000円となっております。 

 

(4) 繰上償還日 
平成18年11月６日 

 

(5) 繰上償還額 
  本新株予約権付社債の平成18年11月６日時点での残 

存価額の全額。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101円 

 

(7) 繰上償還原資 
  繰上償還原資は短期借入金にて充当いたします。 

 

(8) 社債の減少による支払利息の年間減少見込額 
  該当事項はありません。 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

―――― ３ 当社は平成18年10月６日開催の取締役会において、

平成18年４月18日に発行いたしましたフィンテック

グローバル株式会社第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、額面総金額200億円）の繰上償還資金に

充当するため、下記のとおり資金の借入を決議いた

しました。 

 

  借入先  ： 日興シティグループ証券株式会社 

  金額   ： 200億円 

  借入実行日： 平成18年11月２日 

  返済期日 ： 平成19年２月28日 

    利率   ： 1.17438％(固定金利) 

  借入方法 ： 金銭消費貸借契約に基づく借入 

  担保   ： 無 

    保証   ： 無 

  その他重要な特約 ： 無 

 

 
 
 


