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平成18年９月期   個別財務諸表の概要        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      配当支払開始予定日  平成18年12月21日 
定時株主総会開催日  平成18年12月20日     単元株制度採用の有無   無 
 
１． 18年９月期の業績(平成17年10月１日～平成18年９月30日) 
(1)経営成績                                 （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
18年９月期 
17年９月期 

7,544 （206.2） 
2,463 （160.7） 

 

  5,815 （252.5） 
1,649 （272.8） 

 

5,480 （241.7） 
1,603 （245.8） 

  
 

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 

3,234 （247.6） 
930 （162.7） 

14,349 40 
14,787 51 

12,454 18 
14,288 42 

22.82 
45.25 

16.45 
33.78 

72.64 
65.11 

(注) ①期中平均株式数 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。 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③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。 

④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。 平成18年９月期  14,349円40銭  平成17年９月期  4,929円12銭 

 
(2)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 

 58,595  
8,015  

24,896  
3,449  

42.49  
43.03  

105,215 93 
50,478 39 

 (注) ①期末発行済株式数   18年９月期    236,622 株 17年９月期    68,335 株 
     ②期末自己株式数     18年９月期      － 株 17年９月期     －  株 
   ③株式分割が前年期首に行われた場合の１株当たり純資産を参考までに掲げると以下の通りであ 

ります。 平成18年９月期  105,215円93銭  平成17年９月期  16,826円13銭 
 

２．19年９月期の業績予想(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 

5,040   
10,800   

3,400   
7,685   

1,847   
4,204   

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  3,553円63銭 
 

３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

(百万円） 
配当性向（％） 

純資産配当率 

（％） 

17年９月期 0.00 5,400.00 5,400.00 369 36.52 17.94 
18年９月期 0.00 5,000.00 5,000.00 1,183 34.84 8.35 
19年９月期

（予想） 
550.00 750.00 1,300.00    

※ 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。 
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5.個別財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成17年９月30日) 
当事業年度 

(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 ※１  1,678,298   10,139,618   

 ２ 売掛金   13   7,120   

 ３ 営業投資有価証券   383,030   439,512   

 ４ 仕掛品   164   1,717   

 ５ 前払費用   15,168   50,303   

 ６ 営業貸付金  5,364,000   36,066,589   

 ７ 短期貸付金 

※ 1・
2・5 

 －   538,000   

 ８ 繰延税金資産   58,222   263,772   

 ９ その他   48,793   139,886   

  貸倒引当金   －   △108,199   

   流動資産合計   7,547,691 94.2  47,538,319 81.1 39,990,627 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産         

  (1) 建物  61,733   62,873    

    減価償却累計額  △6,368 55,364  △16,950 45,923   

  (2) 器具及び備品  20,811   27,189    

    減価償却累計額  △9,319 11,492  △12,530 14,658   

   有形固定資産合計   66,856 0.8  60,581 0.1 △6,274 

 ２ 無形固定資産   1,283 0.0  5,949 0.0 4,666 

 ３ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券   31,397   121,514   

  (2) 関係会社株式   175,816   10,620,816   

  (3) その他の関係会社有価証券   ―   49   

  (4) 出資金   81,500   87,500   

  (5) 長期前払費用   622   909   

  (6) 長期貸付金   3,557   ―   

  (7) 敷金保証金   106,076   158,958   

  (8) 繰延税金資産   2,570   ―   

  (9) その他   1,888   538   

    貸倒引当金   △3,690   ―   

   投資その他の資産合計   399,737 5.0  10,990,286 18.8 10,590,548 

   固定資産合計   467,877 5.8  11,056,818 18.9 10,588,940 

   資産合計   8,015,569 100.0  58,595,137 100.0 50,579,568 

         
 
 

 

 

 



 - 48 - 

  
前事業年度 

(平成17年９月30日) 
当事業年度 

(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   39,489   

 ２ 短期借入金   460,000   4,386,500   

 ３ 営業借入金 ※１  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   44,595   50,999   

 ６ 未払費用   7,359   102,647   

 ７ 未払法人税等   649,891   2,167,434   

 ８ 未払消費税等   90,456   177,530   

 ９ 前受金   57,876   638,130   

 10 預り金   4,525   24,374   

 11 賞与引当金   15,557   80,000   

 12 設備未払金   11,400   12,350   

 13 預り保証金   ―   509,294   

   流動負債合計   4,484,700 56.0  11,456,131 19.5 6,971,431 

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 38.0 22,161,173 

   負債合計   4,566,129 57.0  33,698,733 57.5 29,132,604 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※４  1,303,735 16.3  ― ― ― 

Ⅱ 資本剰余金         

 １ 資本準備金  1,101,900   ―   ― 

   資本剰余金合計   1,101,900 13.7  ― ― ― 

Ⅲ 利益剰余金         

 １ 当期未処分利益  1,043,805   ―   ― 

   利益剰余金合計   1,043,805 13.0  ― ― ― 

   資本合計   3,449,440 43.0  ― ― ― 

   負債及び資本合計   8,015,569 100.0  ― ― ― 
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前事業年度 
(平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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 18.1 ― 

 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 17.7 ― 

 ３ 利益剰余金         

  (1) その他利益剰余金         

    繰越利益剰余金  ―   3,906,045    

    利益剰余金合計   ― ―  3,906,045 6.7 ― 

   株主資本合計   ― ―  24,882,715 42.5 ― 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １ その他有価証券評価差額金   ― ―  13,688 0.0 ― 

   評価・換算差額等合計   ― ―  13,688 0.0 ― 

   純資産合計   ― ―  24,896,403 42.5 ― 

   負債純資産合計   ― ―  58,595,137 100.0 ― 
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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  2,463,575 100.0  7,544,427 100.0 5,080,852 

Ⅱ 売上原価   306,421 12.4  431,256 5.7 124,834 

   売上総利益   2,157,153 87.6  7,113,171 94.3 4,956,017 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 役員報酬  94,466   153,150    

 ２ 給与手当  99,340   216,825    

 ３ 貸倒引当金繰入  －   108,199    

 ４ 賞与引当金繰入  13,782   133,945    

 ５ 退職給付費用  623   1,749    

 ６ 接待交際費  21,304   38,741    

 ７ 広告宣伝費  28,397   10,718    

 ８ 減価償却費  7,790   13,004    

 ９ 地代家賃  68,413   82,687    

 10 租税公課  ―   93,347    

 11 支払手数料 ※１ 40,166   254,290    

 12 その他  133,204 507,491 20.6 191,118 1,297,778 17.2 790,286 

   営業利益   1,649,662 67.0  5,815,392 77.1 4,165,730 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息 ※１ 43   6,726    

 ２ 事務委託手数料 ※１ 600   600    

 ３ 受取賃貸料 ※１ ―   2,100    

 ４ 投資事業組合運用益  2,197   ―    

 ５ 貸倒引当金戻入  ―   3,690    

 ６ その他  235 3,076 0.1 1,449 14,566 0.2 11,489 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息  2,725   78,432    

 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 投資事業組合運用損  ―   462    

 ７ 公開準備費用  24,073   ―    

 ８ 転換社債償還損  ―   50,000    

 ９ シンジケートローン手数料  ―   86,575    

 10 その他  634 48,763 2.0 1,997 349,578 4.7 300,815 

   経常利益   1,603,975 65.1  5,480,380 72.6 3,876,405 
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前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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 固定資産除却損 ※２ 10,864   ―    

 ２ 原状回復費  7,922 18,786 0.8 ― ― ― △18,786 

   税引前当期純利益   1,585,188 64.3  5,480,380 72.6 3,895,192 

   法人税、住民税及び事業税  698,419   2,450,597    

   法人税等調整額  △43,764 654,655 26.5 △204,844 2,245,752 29.8 1,591,097 

   当期純利益   930,533 37.8  3,234,627 42.8 2,304,094 

   前期繰越利益   113,272   ―   

   当期未処分利益   1,043,805   ―   
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売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18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 
(％) 

Ⅰ 労務費 ※１ 67,904 22.2 33,494 7.7 

Ⅱ 外注費  180,699 59.2 281,227 65.0 

Ⅲ 経費 ※２ 56,875 18.6 118,087 27.3 

当期総製造費用  305,479 100.0 432,810 100.0 

期首仕掛品たな卸高  1,106  164  

合計  306,585  432,974  

期末仕掛品たな卸高  164  1,717  

当期売上原価  306,421  431,256  

 

 

(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

給与 61,146千円

法定福利費 2,786千円

  

※１ 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

給与 19,958千円

法定福利費 4,758千円
 

※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

地代家賃 10,495千円

減価償却費 1,251千円

  

※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

地代家賃 10,107千円

減価償却費 1,621千円
 

 (原価計算の方法) 

  当社の原価計算は個別法による原価法を採用してお

ります。 

  

 (原価計算の方法) 

   同左 

 



 - 53 - 

③ 利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(平成17年９月期) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   1,043,805 

Ⅱ 利益処分額    

  １ 配当金  369,009 369,009 

Ⅲ 次期繰越利益   674,796 

    

 

 

 

④ 株主資本等変動計算書 

当事業年度(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 評価・換算差額等 

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
その他有価証券

評価差額金 

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 

事業年度中の変動額        

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

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

 当期純利益 ― ― 3,234,627 ― 3,234,627 ― 3,234,627 

 自己株式の取得 ― ― ― △3,379 △3,379 ― △3,379 

自己株式の消却 ― ― △3,379 3,379 ― ― ― 

 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ― 13,688 13,688 

事業年度中の変動額合計 9,321,034 9,250,000 2,862,239 ― 21,433,274 13,688 21,446,963 

平成18年９月30日残高 10,624,769 10,351,900 3,906,045 ― 24,882,715 13,688 24,896,403 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

① 子会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

   ―――― 

 

 

 

  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「９ その他財

務諸表作成のための基本となる重要

な事項(2)営業投資有価証券（匿名組

合出資金）の会計処理」に記載して

おります。 

 

① 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

事業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 デリバティブの評価基準

及び評価方法 

  時価法を採用しております。    同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

仕掛品 

  個別法による原価法を採用してお

ります。 

仕掛品 

   同左 

 

 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

  建物       10～15年 

  器具及び備品   ４～15年 

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアにつ 

いては社内における利用可能期間 

（３～５年）に基づいております。 

(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  ３～20年 

(2) 無形固定資産 

   同左 

 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却を採用しております。 

 

(3) 長期前払費用 

   同左 

５ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

(2) 株式交付費 

   ―――― 

 

(3) 社債発行費 

   ―――― 

(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。 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率を基礎として、貸倒懸念債権等特 

(1) 貸倒引当金 

   同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 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。 

(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。 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

   同左 

 

 

(3) 退職給付引当金 

   同左 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たす金利スワッ  

 プについては、特例処理を採用して 

 おります。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 イ ヘッジ手段・・・金利スワップ 

 ロ ヘッジ対象・・・借入金 

(3) ヘッジ方針 

 市場金利の変動を回避する目的で金

利スワップを行っております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップについては特例処理の

要件を充足しているため有効性の評

価を省略しております。 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 

(3) ヘッジ方針 

   同左 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

   同左 

 

９ その他財務諸表作成のた

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。 

(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「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 
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会計方針の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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) 
 当事業年度から「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) 
 当事業年度から「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 24,896,403千円でありま
す。 
 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお
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 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

（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、前事業年度まで「営業匿

名組合出資金」として表示しておりましたが、当事業

年度より「営業投資有価証券」として表示しておりま

す。 

 

「敷金保証金」は総資産額の１/100を超えたため、

区分掲記することとしました。なお、前事業年度は投

資その他の資産の「その他」に 1,312千円含まれてお

ります。 

 

（損益計算書関係） 

 「広告宣伝費」は販売費及び一般管理費の合計額の 

５/100を超えたため、区分掲記することとしました。

なお、前事業年度は販売費及び一般管理費の「その他」

に1,694千円含まれております。 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（損益計算書関係） 

 「租税公課」は販売費及び一般管理費の合計額の 

５/100を超えたため、区分掲記することとしました。

なお、前事業年度は販売費及び一般管理費の「その他」

に21,276千円含まれております。 

  

前事業年度において、「新株発行費」として表示して

いたものは、当事業年度から「株式交付費」として表

示しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成17年９月30日) 

当事業年度 
(平成18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   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 

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   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

営業貸付金 815,000千円

  計 1,004,000千円

   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

  計 961,700千円

 

 

 

※２ 貸出コミットメント契約 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

貸出実行残高 －千円

貸出未実行残高 2,000,000千円

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 205,600株

発行済株式総数 普通株式 68,335株

 

※５ ―――― 

 

 

 

 ６ ―――― 

※２ 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 7,000,000千円

貸出実行残高 195,000千円

貸出未実行残高 6,805,000千円

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。 

 

３ 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 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

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。 

 

※４ ―――― 

 

 

 

※５ 関係会社に対する主なものは、次のとおりであり

ます。 

    営業貸付金      6,660,000千円 

 

６ 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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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

支払手数料 3,820千円

事務委託手数料 600千円

 

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物除却損 10,202千円

器具及び備品除去損 661千円

 10,864千円

  

※１ 関係会社に対する主なものは、次のとおりであり

ます。 

支払手数料 3,600千円

受取利息 4,982千円

事務委託手数料 600千円

受取賃借料 2,100千円

 

※２ ―――― 

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） ― 3.79 3.79 ― 
 

(注) 普通株式の自己株式数の増加及び減少3.79株は、端株式の買取・消却による増減であります。 
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(リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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 

11,235 1,685 9,550 

合計 13,174 1,976 11,197 

 

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 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。 

 

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 

11,235 3,932 7,303 

合計 13,174 4,610 8,563 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,595千円

１年超 6,337千円

 合計 8,932千円

 

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 2,984千円

減価償却費相当額 2,634千円

支払利息相当額 515千円

 

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 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年９月30日現在) 

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。 

 

当事業年度(平成18年９月30日現在) 

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。 
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成17年９月30日) 
当事業年度 

(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） 

  未払事業税 177,935千円

  賞与引当金繰入超過額 32,552千円

  貸倒引当金繰入超過額 44,026千円

  その他  9,257千円

 繰延税金資産（流動）合計 263,772千円

  

 繰延税金資産（固定） 

  退職給付引当金繰入超過額 1,764千円

  その他   102千円

   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） 

  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 256,247千円
    

 

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 

 

  同左 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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 50,478円39銭 105,215円93銭 

１株当たり当期純利益 14,787円51銭 14,349円40銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

14,288円42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事業年度

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55銭 

１株当たり当期純利益 6,128円70銭 

12,454円18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事業年度

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 16,826円13銭 

１株当たり当期純利益 4,929円12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 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益(千円) 930,533 3,234,627 

普通株式に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 930,533 3,234,627 

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   

当期純利益調整額 ― ― 

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) 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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 

 

 

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。 

 

 前事業年度 

  １株当たり純資産額      3,365円23銭 

  １株当たり当期純利益      985円82銭 

  潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益           952円56銭 

 

 当事業年度 

  １株当たり純資産額      21,043円19銭 

  １株当たり当期純利益      2,869円88銭 

  潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益          2,484円37銭 
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前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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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前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

当事業年度 
(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 

  返済方法 ： 元利期日一括 

  担保   ： 無 

  保証   ： 無 

  その他重要な特約 ： 無 
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６．役員の異動 

（1）代表者の異動 

   該当事項はありません。 

 

（2）その他の役員の異動 

 該当事項はありません。 


