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１． 18 年 11 月期の連結業績（平成 17 年 12 月１日～平成 18 年 11 月 30 日） 
(1)連結経営成績                         (注) 記載金額は千円未満を切り捨てております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 千円    ％ 千円    ％ 千円    ％

18 年 11 月期 
17 年 11 月期 

1,185,342       36.3
869,841       77.5

185,246       149.7
 74,202       136.3

158,197        100.1
79,078        137.4

 
 

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

 千円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 11 月期 
17 年 11 月期 

105,397     895.2 
10,591    △84.7 

9,463  92
1,028 45

－  －
－  －

19.3
3.2

12.1 
14.5 

13.3
9.1

(注) ①持分法投資損益       18 年 11 月期 △12,232 千円  17 年 11 月期 5,886 千円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年 11 月期     11,136 株   17 年 11 月期 10,298 株   
     ③会計処理の方法の変更   有 
      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。 
 
(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 

 千円 千円 ％ 円  銭
18 年 11 月期 
17 年 11 月期 

1,834,016 
773,512 

763,738
491,078

32.7 
63.5 

53,495  61
45,219  01

(注) 期末発行済株式数(連結)  18 年 11 月期  11,226 株   17 年 11 月期 10,860 株 
 
(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          

 千円 千円 千円 千円

18 年 11 月期 
17 年 11 月期 

74,790 
△12,778 

△646,476
△162,441

555,931 
356,044 

235,761
243,727

 
(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   8 社 持分法適用非連結子会社数  1 社 持分法適用関連会社数  0 社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   1 社 (除外) 0 社    持分法 (新規)  0 社 (除外)  0 社 
 
２．19 年 11 月期の連結業績予想（平成 18 年 12 月１日～平成 19 年 11 月 30 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 千円 千円 千円

中 間 期 
通    期 

675,000
1,889,000

△32,000
356,000

△47,000
200,000

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  15,715 円 86 銭 
（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、平成 18 年 12 月 25 日の公募株式数（1,500 株）を含めた期末予定発行済

株式数 12,726 株により算出しております。 

 
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。  
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料 14 ページをご参照下さい。 

                     ―  ―   
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1. 企業集団の状況 

当社グループ（当社および子会社）は、当社（株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス）、連結子会社8社（株式会社

トレーダーズ・アンド・カンパニー、株式会社Ｔ＆Ｃトランスリンク、Financial China Information & 

Technology Co., Ltd. 、株式会社マネーアンドマネー、T&C Cosmic, Inc. 、T&C NY, Inc. 、T&C Guaranty, 

Ltd. 、T&C Ventures, Ltd. ）、持分法適用非連結子会社１社（T&C Capital, Ltd. ）により構成されておりま

す。 

当社グループの事業は、投資情報提供事業、金融アドバイザリー事業に分かれており、投資情報提供事業では、

日本株情報提供、中国株情報提供、為替・国際金融情報提供を行っております。金融アドバイザリー事業では、 

アドバイザリー業務、コンサルティング業務、責任投資業務を行っております。 

当社グループの事業系統図は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関（証券会社等） 個人投資家

情報ベンダー

（株）トレーダーズ・ア
ンド・カンパニー

金融機関（証券会社等）

（株）マネーアンドマネー

金融機関（中国）

（株）T&C トランスリンク

金融データベース

Financial China Information &
Technology Co.,Ltd.

経営管理・指導 　システム開発

当        社
経営管理・指導 〈責任投資業務〉

T&C NY, Inc.

等

金融機関・取引所

T&C Capital, Ltd. 相互
活用

T&C Guaranty, Ltd.

T&C Ventures, Ltd.

私募債購入

個人・法人投資家

〈アドバイザリー
業務〉

《金融アドバイザリー事業》

《投資情報提供事業》

〈
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

業
務

〉

T&C Cosmic,Inc.

〈中国株情報提供〉〈日本株情報提供〉〈為替・国際金融情報提供〉

私募債購入
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(1)投資情報提供事業 

 

 ① 日本株情報提供 

 日本株情報提供は株式会社トレーダーズ・アンド・カンパニーが行っております。同社は平成11年12

月に設立され、証券会社のディーラーや営業経験者がアナリストとして、株式市場の情報収集、分析を

行い、リアルタイムの株式情報を証券会社のディーリングルームやインターネットを通じて個人投資家

に提供しております。主要なサービスは以下のとおりです。 

 

  A. トレーダーズ・ダイレクト 

 「トレーダーズ・ダイレクト」は証券会社を中心とした金融機関向けに配信するリアルタイム

株式情報です。証券会社のディーリングルームには、ロイター社、クイック社、ブルームバーグ

社などの情報ベンダーが専用端末を通じて株価やニュースをリアルタイムで配信しております。

株式会社トレーダーズ･アンド・カンパニーは、それらの専用端末を通じて1日150本以上の株式

情報を有料で提供しております。その内容は、国内外の株式市場概況、個別銘柄の 新ニュース

やレーティング情報、デリバティブ情報、新規上場銘柄の初値予想など多岐にわたっております。 

 

  B. トレーダーズ・プレミアム 

 「トレーダーズ・プレミアム」は自己責任で株式投資を行う個人投資家向けに企画された有料

の会員制株式投資情報サイトです。主なコンテンツは、「トレーダーズ・ダイレクト」と同じ内

容のリアルタイム株式ニュース、各種調査機関のレポートや業績修正、企業のプレスリリースな

どから短期的に期待のできる銘柄をまとめた「短期注目銘柄」、新規公開株の情報をブックビル

ディングから上場まで時系列的に分析を行う「IPO情報」、その他、チャート分析やオプション分

析機能など、個人投資家のさまざまな投資スタンスにマッチするような投資分析情報を取り揃え

ております。当サイトは立ち上げ当初から、証券会社の営業担当者などに幅広く利用されており

ましたが、平成15年夏からの株式相場の好調、ネット証券の台頭を背景として、デイトレーダー

といわれる個人投資家の増加は、当サービスの会員数の増加に大きく寄与いたしました。 

 

  C. トレーダーズ・ウェブ 

 「トレーダーズ・ウェブ」はすべての投資家を対象に、国内外の株式市況やIPO情報、各種証

券・経済データを豊富に取り揃えた無料株式投資情報サイトです。現在月間平均ページビューは

600万件を超えており、提供される情報の内容・豊富なデータへの評価は非常に高いものと認識し

ております。また、インターネットの普及により、ネット上に広告を掲載する企業が増えており

ます。当サイトでは、証券会社などのバナー広告を掲載することで広告収入を得ております。 

 

  D. カスタマイズした情報提供 

 インターネットを通じた株式のオンライン取引が増加している現在、各証券会社は自社のウェ

ブサイトを通じて証券口座を開設する会員の獲得に力を入れております。特にネット証券各社は、
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他社とのサービスの差別化をはかるために、魅力的で質の高いコンテンツのラインナップに取り

組んでおります。同社では、各証券会社のニーズにあわせて、「トレーダーズ・ダイレクト」、

「トレーダーズ・プレミアム」、「トレーダーズ・ウェブ」の投資情報を、カスタマイズして証

券会社の証券口座開設者向けウェブサイトに提供しております。 

 

 ② 中国株情報提供 

 中国株情報提供は株式会社T&CトランスリンクおよびFinancial China Information & Technology 

Co., Ltd. が行っております。中国株投資ブームは一時に比べ落ち着いてきているものの、個人投資家

の中国株への中・長期的な投資意欲は着実に広がっております。またそのような個人投資家のニーズを

背景に、証券会社各社は顧客を取り込むために中国株の情報コンテンツの充実を進めております。株式

会社T&Cトランスリンクは中国株式市場の情報収集と情報配信に特化したビジネスモデルを構築し、今

後の更なる中国市場の成長をビジネスチャンスと捉え、クオリティーの高いサービスの提供を行えるよ

う、その体制整備を行っております。また、中国上海市の現地法人であるFinancial China 

Information & Technology Co., Ltd. は中国の金融機関に金融データベースの提供を行っております。

主要なサービスは以下のとおりです。 

 

  A. 中国株投資情報サイト「TRANSLINK」 

 当サイトでは、中国・香港の証券取引所、上場企業のウェブサイト、新聞、現地の証券会社が

提供するレポートを情報ソースとして翻訳・編集を行い、マーケット、企業動向、統計、政策を

中心に１日約80本のニュースや個別銘柄研究、マーケットのトピックスについてのレポートの配

信を行っております。また、株価データ、財務情報のデータベース化を行い、ウェブサイト上で

スクリーニングや投資銘柄分析を行うこともできます。 

 

  B.  週刊中国株レポート「招福」 

 中国の株式市場は日本の投資家にとってまだ馴染みが薄く、特に初めて中国株投資を行う投資

家にとっては数多くある情報から、どのように市場の動向をつかみ、企業分析を行うかは非常に

難しい問題です。当レポートでは毎週、相場動向や今週の見通し、現地の新聞や証券会社のレポ

ートから、中国市場の話題や厳選した銘柄分析、各種データを取り揃えて、専門性を有しながら

も初心者にもわかりやすく解説しております。 

 

  C. 中国株二季報 

 中国株投資ブームに先駆けて、平成13年7月より刊行を開始いたしました。中国株投資意欲の

高まりを背景に、中国企業の銘柄解説・業績分析・各種財務諸表を掲載した本書は中国株投資の

ための参考書として幅広い投資家層に支持され中国株二季報のブランドイメージはマーケットに

定着しているものと自負しております。 

 

  D. コンテンツ提供 

 中国市場の成長性をビジネスチャンスと捉え、各証券会社は個人投資家向けに中国市場向けの
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コンテンツ開発に力を入れております。株式会社T&Cトランスリンクは中国株投資情報サイト

「TRANSLINK」の各コンテンツを、各証券会社のニーズに合わせてカスタマイズを行い、証券会社

の証券口座開設者向けウェブサイトに提供しております。また、平成17年3月からは、香港証券

取引所とライセンス契約を締結し、リアルタイムの株価情報の提供も行っております。 

 

  E. 金融データベース 

中国の金融機関向けに、中国上場企業の基本情報などを組込んだ基礎データベースや、香港株

や中国国債・中国企業社債などに関する情報で構成した専門的なデータベース等を提供しており

ます。 

 

 ③ 為替・国際金融情報提供 

 為替・国際金融情報提供は株式会社マネーアンドマネーが行っております。同社は昭和36年に設立さ

れた、為替・国際金融専門情報提供会社です。同社の記者は金融ジャーナリストとして、日々の為替相

場の動きを捉えつつ、その動きの背後にある情報を、金融機関の為替ディーラーや日本銀行・財務省・

経済産業省などへの取材を通じて、金融機関のディーリングルーム向けに、レポート配信するとともに、

24時間体制でリアルタイムの為替情報を提供しております。また、米国に拠点を置き、日本語で海外商

品先物市況等の情報提供を行うT&C Cosmic, Inc. は、米国市場の出来事やその分析を日本の金融機関

などにレポート形式（コズミックレポート）で配信しております。主要なサービスは以下のとおりです。 

 

  A. Predictor 

 「Predictor」は毎営業日8本から10本、B to B  向けに主にウェブサイト上で提供する為替・国

際金融情報を中心にしつつ、日本株・中国株・コモディティー情報をまとめたレポートです。そ

の内容は、財務省や日銀などの通貨当局の政策から政財界の動き、為替相場のテクニカル分析、

為替・債券・株式の市況情報などの他、情報提供会社各社のコンテンツを含んでおり、相場予測

を行う上で必要な情報や国際分散投資にかかわる情報をタイムリーに提供しております。 

 

  B. ｆx wave 

 本サービスはインターネット、通信専用線を経由して、リアルタイムで為替市況を24時間配信

するニュースシステムです。その内容は、円、米ドル、ユーロといった主要3通貨から、豪ドル

などのオセアニア通貨、英ポンド、カナダドルなど、投資家の間で人気の高い高金利通貨までを

カバーする「通常市況」、相場が急変したときに随時配信する「緊急市況」、マーケットに影響

を与える経済指標・イベントの予定やその結果を伝える「指標予定・結果」、その他マーケット

の話題などで構成されており、為替取引を行う上での必要十分な情報を網羅しております。本サ

ービスは証券会社や、為替証拠金取引業者などの会員制ウェブサイトを通じて、個人投資家向け

に提供されております。 

 

  C. コンテンツ提供 

 為替マーケットについての動きを毎営業日提供する「モーニングレポート」・「デイリーレポ
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ート」および毎週2回提供する「スペシャルレポート」を中心に、証券会社、為替証拠金取引業

社などの会員制ウェブサイトを通じて、個人投資家向けに提供されております。 

 

  D. コズミックレポート 

「コズミックレポート」は、エネルギー、農作物、貴金属、ソフトなどのコモディティー情報

を中心に、毎営業日、ニューヨークから情報提供をしております。 

 

(2) 金融アドバイザリー事業 

 

 ① アドバイザリー業務 

 T&C NY, Inc.が中心となり、オフショア（ケイマン諸島）に設立されたT&C Capital, Ltd. 、T&C 

Guaranty, Ltd. 、T&C Ventures, Ltd. などのSPC（特別目的会社）を有効活用して、投資対象、投資

スキーム、投資タイミングなどを投資家に情報として提供するアドバイザリー業務を行っております。

具体的には、T&C NY, Inc.が投資対象やオフショアを活用した投資スキームを投資家にアドバイスいた

します。投資対象は国内外のインデックス先物、外国為替、株式、未公開株式、知的財産権、不動産、

映画など多岐にわたっております。 

 これらの情報を判断の材料として自己責任で投資を希望する投資家に対して、T&C Capital, Ltd. が

私募債を発行し投資家の資金を受け入れるスキーム等が定着しております。T&C NY, Inc. はT&C 

Capital, Ltd. とのアドバイザリー契約に基づき投資アドバイスを行い、T&C Capital, Ltd. を通じて

投資家よりアドバイザリー業務の対価として、管理料収入や成功報酬を受け取ることになります。 

 

 ② コンサルティング業務 

 T&C NY, Inc.では、金融機関、取引所の国際事業展開に関するコンサルティング業務を行っておりま

す。 

 

 ③ 責任投資業務 

 当社は子会社が行う金融アドバイザリー事業が円滑に行われるために、当社の自己資金を利用して

T&C Capital, Ltd.が発行する私募債やT&C Ventures, Ltd.が発行するインベスターシェア(※)を購入

いたします。これは私募債を購入する外部の投資家と同じ立場で当社が私募債を購入することで、投資

家の信頼を得ることにつながり、金融アドバイザリー事業の信用補完、事業の拡大につながることにな

ります。購入した私募債は償還までの保有を原則と致しますが、私募債の発行スキームによっては中途

で売却するケースがあります。責任投資による損益は営業投資有価証券償還（売却）損益として当社の

営業損益の区分に表示することとしております。 

 

※インベスターシェア：2004年改正ケイマン諸島会社法に準拠した議決権のない損益帰属型償還可能株式 

 

2. 経営方針 

(1)経営の基本方針 
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当社グループは「これまで金融市場の専門家および限定された存在のみが知り得た有益な投資情報を、中

立的な立場でお客様のニーズに合わせて提供すること、および 先端の金融テクノロジー、グローバルネッ

トワークを用いた金融ソリューションを提供することを通じて、資本主義経済の基盤である資本市場の活性

化、発展に貢献し豊かな社会を創造すること」を経営理念とし、投資情報に特化した総合金融情報提供会社

を目指し、クオリティにこだわった情報提供サービスを展開することを基本方針としております。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を重要な経営課題のひとつとして位置付けておりま

す。 

配当につきましては、経営成績を勘案して配当を実施することを考慮しながら、一方で今後の事業展開

に備えるための内部留保の充実に努め、企業価値の向上によって株主に応えることを念頭におき、総合的に

検討を重ね、株主還元を行っていく予定です。 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、投資単位を適切に維持し株式の流動性を高めることが、多様な投資家の参加を促し、適正な株

価の形成に資するものと考えております。今後、株価の推移、株式需給、株主数等を勘案しながら、投資

単位の引下げについて検討していく方針です。 

 

(4)目標とする経営指標  

 当社は、「効率化経営を展開し、高収益体質の維持・強化を図る」ことを経営方針の一つに掲げ、株主

の皆様の視点から見た収益性を重視する観点から「株主資本当期純利益率（ROE）」を目標数値とし、常に

収益の改善に努め、コストの削減意識をもって企業経営に取り組んで参ります。 

 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、これまで総合金融情報提供会社を目指し、情報提供のフィールドの拡大および事業展開

の国際化を進めて参りました。今後は、グループの総合力を活用した事業展開を進めて参ります。具体的に

は日本株、中国株、為替・国際金融情報提供の投資情報コンテンツの相互利用、海外の情報提供拠点を活用

した情報提供事業の国際展開、ネットワーク、IT技術をベースに各情報提供部門のコンテンツを融合させた

付加価値の高い情報の提供を行うソリューション事業に力を入れて参ります。また、金融市場のグローバル

化、個人の金融資産が貯蓄から投資に向かう流れの中で、金融機関、個人投資家の複雑化するニーズに対応

するために、金融アドバイザリー事業では付加価値の高い金融商品の開発、顧客の立場に立った情報提供、

コンサルティング、運用商品の提供を行って参ります。 

 

(6)会社の対処すべき課題 

 当社グループは、これまでお客様に有益な投資情報を中立的な立場で提供するために、情報配信体制の

確立、優秀な人材の確保、内部管理体制の強化を進めて参りましたが、更なる顧客の信頼を得ると共に総

合金融情報提供会社としての地位を確立するために、当社グループが対処すべき課題とその対処方針は次

のとおりであります。  
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 ① コンテンツのクオリティアップ 

当社グループが提供する投資情報は、証券会社を中心に幅広く利用されていることからそのクオリテ

ィは評価されていると考えておりますが、今後は各情報提供部門がオリジナリティーの高いコンテンツ

の作成に取り組んでいくと共に、コンテンツの相互利用を進めて参ります。また、海外の情報拠点を有

効に活用したコンテンツの充実も進めて参ります。 

     

 ② 個人会員の獲得の強化 

当社グループはインターネットを通じて、B to C 向けに日本株投資情報サイト「トレーダーズ・プ

レミアム」、中国株投資情報サイト「TRANSLINK」を運営しております。各市場での個人投資家の裾野

は拡大しており会員顧客も順調に増加しておりますが、今後はコンテンツのクオリティアップ、サイト

の活性化を図ることで、新規会員の獲得に力を入れて参ります。 

 

 ③システム部門の強化 

当社グループはインターネットをはじめIT技術を利用した情報提供を行っており、安定的なシステム

運用を行うことが必要不可欠であります。そのために、システム部門の人材の確保、情報インフラの整

備を進めて参ります。 

 

 ④ 投資情報提供事業と金融アドバイザリー事業のチャイニーズウォールの強化 

当社グループは、投資情報提供事業と私募債の組成、運営、管理を行う金融アドバイザリー事業を行

っておりますが、利益相反取引が行われないために規程を定めて役職員に情報管理の徹底を図ると共に、

情報開示を積極的に進めて参ります。また、物理的に情報漏えいの監視を行うためのシステム投資を積

極的に行って参ります。 

 

 ⑤ 人材の確保・育成 

当社グループは、各情報提供部門が比較的小規模な組織で業務を運営しております。そのため、コン

テンツの作成において個人の能力に依存するケースがございます。今後は、相互牽制が機能する組織体

制を確立するための人材の確保を進めて参ります。また、グループ全体の業務が見通せる幹部社員の育

成に力を入れて参ります。 

 

(7)親会社等に関する事項 

該当事項はございません。 

 

(8)その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はございません。 

 

3. 経営成績及び財政状態 
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(1)経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景に設備投資は引き続き増加し、景気は緩

やかな拡大基調で推移しました。個人消費はやや伸び悩みつつも、雇用者所得の穏やかな増加等を原因に増

加基調をたどりました。一方で株式市場は、米国の景気減速懸念、一部経済指標が予想に対して下振れした

ことなどから日経平均株価は一時調整色を強めました。さらに新興市場においては、企業業績に対する不信

感の高まりが下落幅を大きくさせました。しかしながら、11月の後半からは、過度な景気減速の警戒感が後

退したこと、新興市場の決算発表が一巡したことなどから、株価は上昇に転じました。 

このような環境下、当社グループの事業領域である金融界は、「貯蓄から投資へ」の大きな流れは継続し

ておりますが、日経平均株価が調整色を強めたことや、新興市場がライブドア事件等をきっかけとして大幅

下落したことなどにより、インターネット証券を通じた口座開設数、売買代金は減少傾向を続けました。も

っとも、各社証券会社のインターネット上でのサービスの多様化等から示されるとおり、証券会社は他社と

の差別化を図るための投資情報に対するニーズは高く、また、より付加価値の高い投資情報を求める個人投

資家も増加してきております。 

当社グループでは、こうした動きをビジネスチャンスと捉え、B to B to C 、B to C 向けの営業を強化

するとともに、引き続きクオリティにこだわった投資情報の提供を進めてまいりました。投資情報提供事業

については、日本株・中国株情報提供が安定的に売上を伸ばすとともに、為替・国際金融情報提供が売上を

大幅に続伸させました。金融アドバイザリー事業では、アドバイザリー業務における成功報酬、および責任

投資業務における私募債の償還益が増加いたしました。一方、業務拡大に伴う人件費、経営管理体制および

情報配信体制の強化にかかる費用が増加するとともに、営業外費用として、株式公開にかかる支払報酬等を

計上いたしました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,185,342千円（前年同期比315,501千円の

増加）、営業利益185,246千円（前年同期比111,044千円の増加）、経常利益158,197千円（前年同期比

79,119千円の増加）、当期純利益105,397千円（前年同期比94,806千円の増加）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 ① 投資情報提供事業 

当連結会計年度における、投資情報提供事業の売上高は831,009千円（前年同期比170,567千円の増

加)、営業利益は116,269千円（前年同期比2,853千円の増加）となりました。各サービスの売上高は以

下のとおりです。 

 

  A. 日本株情報提供 

日本株情報提供は、株式会社トレーダーズ・アンド・カンパニーが担っております。ロイタ

ー社、クイック社、ブルームバーグ社などの情報端末を通じて金融機関向けに株式市場のニュ

ースをリアルタイムで提供する「トレーダーズ・ダイレクト」は、契約台数が順調に増加した

結果、売上は197,972千円（前年同期比13,149千円の増加）となりました。個人投資家向け有料

株式情報サイト「トレーダーズ・プレミアム」は、当連結会計年度前半には好調な株式市場を

背景に会員数が大幅に増加しましたが、後半になると新興市場が調整色を強め個人投資家の投

資意欲が弱まったことで会員数の増加ペースが鈍化し、売上は101,293千円（前年同期比25,488
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千円の増加）となりました。インターネット証券向けに提供する「カスタマイズしたコンテン

ツ提供」については、各証券会社の投資情報に対するニーズは強いものの、提供価格が折り合

わない等の理由により新規契約が計画通りに進展しなかったため、売上は28,080千円（前年同

期比1,319千円の増加）の微増にとどまりました。その結果、売上高は345,188千円（前年同期

比28,834千円の増加)となりました。 

 

  B. 中国株情報提供 

中国株情報提供は、国内では株式会社T&Cトランスリンクが、中国本土ではFinancial China 

Information & Technology Co., Ltd.が担っております。 

株式会社T&Cトランスリンクでは、当連結会計年度前半の好調な日本株式市場の煽りをうけて、

個人投資家の中国株に対する投資意欲が高まらなかったこと及び競合誌の増加により、B to C 

向けの主力商品である中国株二季報の売上が前年同期比30.9％減少いたしました。一方で、イ

ンターネット証券会社等を通じて個人投資家に中国株のニュース等を提供するコンテンツ提供

やリアルタイム株価提供の売上は150,797千円（前年同期比44,802千円の増加）と引き続き堅調

を維持しました。また、サービスのラインナップを投資情報に特化するために付帯業務である

翻訳サービスを中止いたしました。 

 中国本土で金融データベースの提供を行っているFinancial China Information & 

Technology Co., Ltd.においては、金融サービス市場に対する参入障壁撤廃や北京オリンピッ

ク開催を控えた中国経済の活気により、顧客となる金融機関等が競争優位を維持するため情報

投資に積極的に取り組み始めた結果、金融データベースの契約社数が前連結会計年度と比較し

て約3倍になり売上高は41,504千円（前年同期比35,700千円の増加)となりました。これらの結

果、中国株情報提供の売上高は250,206千円（前年同期比49,023千円の増加）となりました。 

 

  C. 為替・国際金融情報提供 

為替・国際金融情報提供は、株式会社マネーアンドマネーと米国法人であるT&C Cosmic, Inc.

が担っております。 

株式会社マネーアンドマネーでは、東京とニューヨークから24時間為替市場に特化したリア

ルタイムニュースを配信する「fx wave」の売上を、106,387千円（前年同期比66,192千円の増

加）とし大幅続伸させました。また、ニューヨークを拠点にコモディティー情報を中心とした

情報提供を行うT&C Cosmic, Inc.では、主要な取引先である商品業界において情報提供に対す

るニーズが特段高まらなかったものの、海外の商品・先物市況等を日本語で配信する「コズミ

ックレポート」の売上を43,310千円（前年同期比35,979千円の増加）と順調に伸ばしました。

これらの結果、為替・国際金融情報提供の売上高は235,613千円（前年同期比92,709千円の増

加)となりました。 

 

 ②金融アドバイザリー事業 

当連結会計年度における金融アドバイザリー事業の売上高は354,333千円（前年同期比144,933千円の

増加）、営業利益は270,569千円（前年同期比135,836千円の増加）となりました。各業務の売上高は以
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下のとおりです。 

 

  A. アドバイザリー業務 

 T&C NY, Inc. が管理・運用を受託しているT&C Capital, Ltd. 発行の私募債残高およびT&C 

Ventures, Ltd.発行のインベスターシェア残高の増加、および好調な運用成績によるアドバイ

ザリー収入の伸びに支えられ、当業務の売上高は163,123千円（前年同期比41,019千円の増加）

となりました。 

 

  B. コンサルティング業務 

 T&C NY, Inc.は金融機関や取引所の国際業務展開に関するコンサルティングを行っておりま

す。当連結会計年度の売上高は20,139千円（前年同期比1,085千円の増加）となりました。 

 

  C. 責任投資業務 

 当社は子会社が行うアドバイザリー業務が円滑に行われるために、当社の自己資金を利用し

てT&C Capital, Ltd．が発行する私募債やT&C Ventures, Ltd.が発行するインベスターシェア

を購入しております。当連結会計年度では購入した私募債のパフォーマンスが好調であったた

め、当連結会計年度の売上高は169,114千円（前年同期比103,072千円の増加）となりました。 

 

所在地別業績は次のとおりであります。 

 

 ① 日本 

投資情報提供事業では、日本株情報提供において個人・法人向けの両サービスで好調であったこと、

中国株情報提供で法人向けサービスが順調であったこと、為替・国際金融情報提供の法人向けサービス

が大幅続伸したこと、また金融アドバイザリー事業において当社が所有する私募債のパフォーマンスが

好調であったことから、売上高は915,308千円（前年同期比201,959千円の増加）、営業利益は145,267

千円（前年同期比96,260千円の増加）となりました。 

 

 ② 米国 

ニューヨークで行っている金融アドバイザリー事業において、アドバイザリー契約に基づく資産の増

加による管理料収入の増加、運用成績の好調による成功報酬の増加などにより、売上高は228,529千円

（前年同期比77,841千円の増加）、営業利益は74,723千円（前年同期比31,391千円の増加）となりまし

た。 

 

 ③ 中国 

平成17年7月に当社グループとなった、中国上海市に本社を置くFinancial China Information & 

Technology Co., Ltd.が中国の金融機関向けに金融データベースの提供をおこなっております。同社で

はデータベースの品質を高めるための設備投資、人材の確保を先行して進めております。その結果、売

上高は41,504千円（前年同期比35,700千円の増加）、営業損失は29,254千円（前年同期比11,118千円の
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増加）となりました。 

 

 ④ ケイマン諸島 

当連結会計年度より、ケイマン諸島に映画ファンドを組成するためのSPC、T&C Ventures, Ltd．を設

立し、連結子会社といたしました。ファンドの投資対象となる映画を現在制作中のため売上は計上され

ませんでした。その結果、営業損失は2,437千円となりました。 

 

(2)財政状態 

 

 ① 財務状態 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて34,676千円増加し、598,733千円となりました。これは主に売

掛金が34,654千円増加し、繰延税金資産が10,633千円増加したことが原因となっております。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,025,827千円増加し、1,235,283千円となりました。これは

主にT&C Ventures, Ltd.を連結の範囲に含めたことにより、映画制作費を502,112千円計上したこと、

また、投資有価証券が539,739千円増加したことが原因となっております。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、1,060,504千円増加し、1,834,016千円になりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて496,362千円増加し、723,059千円となりました。これは主に

T&C Ventures, Ltd.を連結の範囲に含めたこと等により未払金が196,931千円増加したこと、短期借入

金が120,000千円増加したことが原因となっております。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて301,046千円増加し、347,218千円となりました。これは主に

長期借入金が196,844千円増加し、社債が101,900千円増加したことが原因となっております。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、797,408千円増加し、1,070,277千円になりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は、763,738千円となりました。前連結会計年度における資本合計に少数株主持分を加えた

金額と比べ、263,095千円の増加となっております。これは主に利益剰余金が105,397千円増加し、少数

株主持分が153,632千円増加したことによるものです。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 

当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

 

区分 平成17年11月期 平成18年11月期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) △12,778 74,790 87,568

投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △162,441 △646,476 △484,034
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財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 356,044 555,931 199,887

現金及び現金同等物の期末残高（千円） 243,727 235,761 △7,965

 当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により74,790千円増加し、投資活動によ

り646,476千円減少し、財務活動により555,931千円増加いたしました。また、新規連結に伴い現金及び

現金同等物が8,815千円増加いたしました。この結果、現金及び現金同等物は7,965千円の減少となり、

期末残高は235,761千円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ87,568千円増加し、74,790千円となりました。

これは、営業投資有価証券の増加86,635千円、法人税等の支払額55,616千円などによる減少があったも

のの、税金等調整前当期純利益158,881千円、減価償却費17,217千円、のれん償却18,999千円、前受金の

増加10,931千円などによる増加があったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べて484,034千円増加し、646,476千円となりま

した。これは、関係会社貸付の回収による収入80,000千円があったものの、投資有価証券取得による支

出555,152千円、有形固定資産の取得による支出20,558千円、関係会社貸付による支出120,000千円及び

子会社株式取得のための支出20,000千円があったことが主な要因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ199,887千円増加し、555,931千円となりまし

た。これは、長期借入の返済による支出63,259千円、社債の償還による支出32,700千円などによる減少

があったものの、短期借入金のよる収入120,000千円、長期借入による収入320,000千円、社債の発行に

よる収入194,801千円などによる増加があったためであります。 

 

キャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年11月期 平成18年11月期 

自己資本比率 32.7％ 63.5％ 

時価ベースの自己資本比率 ―― ―― 

債務償還年数 ―― 8.4年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ―― 6.1倍 

（注）1. 自己資本比率 : （純資産－少数株主持分）／総資産 

      時価ベースの自己資本比率 : 株価時価総額／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 

     2.  各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

     3.  平成17年11月期、平成18年11月期とも非上場であるため時価ベースでの自己資本比率の記載をいたし

ておりません。 
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     4.  有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。 

     5.  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。 

   6.  平成17年度11月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため算出しておりません。 

     7.  利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3)次期の見通し 

 わが国経済のこれまでの好景気にも転機が訪れ、当社グループを取り巻くビジネス環境にも厳しさが増

してくるものと考えられます。このような環境下、当社グループでは引き続きクオリティの高い情報提供

を行うことで、競合他社との差別化をはかるとともに、コスト意識を高め、規律を重んじる経営管理体制

を強化することで、業績の向上に努めて参りたいと考えております。 

投資情報提供事業においては、各情報提供会社で安定的な収益源になっている既存のサービスの更なる拡

販に努めていくとともに、グループのシナジー効果を 大限に発揮するために、各情報提供会社のコンテン

ツの相互利用を進め、今後、投資家のニーズが増していくことが予想される国際分散投資に資するコンテン

ツの提供を行っていきたいと考えております。 

金融アドバイザリー事業においては、SPCを活用した運用管理業務のノウハウを活かし、契約資産残高の

拡大による運用管理報酬の増加に努めていくと同時に、ニッチな分野への投資を積極的に行い絶対収益の追

求を行うことで、成功報酬の増大を図ってまいります。その上で、今後拡大が予想されるエンターテイメン

ト分野に関するアドバイザリー業務については、特に積極的に推進して参ります。 

以上から、次期の見通しといたしまして、連結売上高1,889,000千円（当期比703,657千円の増加）、連結

経常利益356,000千円（当期比197,802千円の増加）、連結当期純利益200,000千円（当期比94,602千円の増

加）を見込んでおります。 

 

(4)事業等のリスク 

 当社グループのビジネスモデルを遂行するにあたり、そのリスクとして投資家の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性があると考える事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項につい

ても、投資家の判断に重要であると考えられる事項については投資家に対する情報開示の観点から積極的に

開示しております。 

なお当社は、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の防止及び発生した場合の対応に 大限

努める方針ですが、本項目の記載は当社の事業又は本株式への投資に関するリスクを全て網羅するものでは

ありません。本株式に関する投資判断は本項目以外の記載内容も合わせて、慎重に検討した上で行われる必

要があると考えます。 

なお、文中の将来に関する事項は、当該連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり

ます。 

 

 ①当社グループを取り巻く事業環境について 
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  A. 市況の影響について 

当社グループは、日本株情報提供、中国株情報提供、為替・国際金融情報提供、金融アドバイ

ザリー事業等を展開しており、特定のマーケット環境に依存しないような事業ポートフォリオを

構築しておりますが、国内外の株式市況の動きは、金融機関・個人投資家の動向に大きく作用い

たします。そのため、国内外の株式市況が大きく崩れる場合には、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

  

  B. 取引先である金融機関について 

当社グループは、投資に関する情報提供をおこなっているため、その取引先の大半は金融機関

に限定されております。従いまして、取引先金融機関の事業計画の変更、金融機関を取り巻く外

部環境の変化により、当社グループとの取引の見直し、新規契約締結の遅延など、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。 

 

  C. インターネット環境について 

当社グループはインターネットを通じて情報提供を行っております。その結果、情報の受け手

側は場所や時間の制約を受けずに情報入手を行うことが可能になっております。しかしながら、

今後インターネットを取り巻く環境の変化により、関連省庁、関連団体により新たな法規制、自

主規制が行われた場合、当社グループの情報提供方法に規制が入ることが考えられます。その結

果当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

  D. 競合他社について 

当社グループは、各子会社が創業当時より、情報入手ルートの整備、情報提供手段の効率化、

インターネット等の技術の進歩に対応するために設備投資を行い、競合他社との差別化を図って

まいりました。その結果、各子会社のブランド力も高まり、他社が当社グループと同様のサービ

スを行うためには、コストと時間が必要となります。しかしながら、より認知度の高いブランド

を有する企業の業界参入、取引先金融機関による独自の情報配信サービスの立ち上げなどによっ

て、当社グループのサービスの見直し、価格の引き下げ要求などにより、事業計画の見直しを余

儀なくされた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

  E. 当社グループが係わる諸法制・規則について 

当社グループでは、インターネットやレポート形式で情報提供を行っているため「著作権法」

の遵守が求められます。また、ウェブサイト上で、バナー広告、インターネットによる書籍の販

売、掲示板の提供を行っておりますので、「不当景品類及び不当表示防止法」「特定商取引法」

「プロバイダー責任制限法」の規制をうけることになります。投資顧問業のライセンスをもつ株式

会社トレーダーズ・アンド・カンパニーでは「有価証券に係わる投資顧問業の規制等に関する法

律」および日本証券業協会理事会決議「アナリスト・レポートの取扱い等について」、米国でCTA

（Commodity Trading Advisory）のライセンスを所有するT&C NY, Inc. はNFA（National Future 

Association）及びCFTC（Commodity Futures Trading Commission）の法規に則って業務を行わな
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ければなりません。これらの諸法令の変更等により、当社グループが行う情報提供、その他のサ

ービスに規制が行われ、業務に支障が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

 

  F. 情報の受領について 

当社グループは投資情報を取り扱うため、情報の管理に細心の注意を払っております。また、

内部情報管理規程を定め、役職員が株式を売買した場合の報告義務や、売買そのものの規制を規

定しております。また、未公表の重要事実を入手した場合には適切に管理するための指導を徹底

しインサイダー規制違反をおこさないよう取り組んでおります。しかしながら、当社グループの

役職員が規程に違反するなどしてインサイダー取引行為を行った場合には、当社グループのブラ

ンド力の毀損につながり業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ②事業運営について 

 

  A. 個人投資家への情報提供について 

当社グループでは、投資情報提供事業においては、インターネットを通じて、自社のホームペ

ージ上で株式投資に関しての情報提供をおこなっております。インターネットを利用して株式投

資を行う個人投資家が増加傾向をたどる中、当社グループのウェブサイト利用者も増加しており

ます。提供する情報の内容には細心の注意を払っておりますが、当社グループの情報を利用して

投資判断を行って損失を被った個人投資家によって、当社グループについての風評が数多く生じ

た場合には、当社グループのイメージの低下や、個人会員数の増加が鈍化するなど、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。また、金融アドバイザリー事業では、個人・法人の

投資家にT&C Capital, Ltd. が私募債を、T&C Ventures, Ltd.がインベスターシェアを発行して

おりますが、当該私募債によって投資家が損失を被るなどして、当社グループについての風評が

数多く生じた場合には、当社グループのイメージの低下や、個人会員数の増加が鈍化するなど、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

  B. 編集方針について 

当社グループでは、アナリストや編集記者が投資家に有用と思える情報をリアルタイムで提供

しております。レポートや記事の作成については、当社グループとして作成した編集方針に基づ

き業務を行っております。しかしながら、リアルタイムで情報を配信するため、記事校正の時間

が不足するなどして、十分な校正が行われず、著作権侵害などの紛争が生じる可能性があります。

その結果、ブランドイメージが損なわれたり、損害賠償請求が生じた場合、当社のグループの業

績に影響を与える可能性があります。 

  

  C. 取引先との関係について 

当社グループは、情報ベンダーの情報端末を通じて、各金融機関にリアルタイムの投資情報を

提供しております。情報ベンダーには当社グループの情報を利用する顧客数に応じて販売手数料
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を支払っております。現在までのところ、これらの取引先との関係は良好であり、着実に情報利

用金融機関が増加しております。しかしながら、これらの取引先との契約が更新されなかった場

合、あるいは販売手数料の引き上げが行われた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

 

  D. システムについて 

 当社グループはインターネットなどの情報配信システムを通じて情報提供を行っております。

そのため、積極的なシステム関連投資を行うとともに、日進月歩する情報配信技術やセキュリテ

ィー関連技術を取り入れ、 適な環境下で情報提供を行うよう努めております。しかしながら、

システムの利用・管理においては100％完全なことはなく、予想外のシステム障害に見舞われる可

能性は排除できません。また予期しない災害、停電、インターネットウイルス、不正アクセスな

どによって情報配信が停止する事態が発生する可能性があります。その場合、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。 

 

  E. 個人情報の保護について 

当社グループは、会員制の投資情報サイトの運営、自社出版書籍の通信販売を行っており、個

人情報を社内で管理しております。当社グループは、個人情報を取扱う内部体制を強化し、シス

テム的なセキュリティーにも対策を講じております。しかしながら、個人情報の漏洩が何らかの

形で生じた場合、ブランド力の毀損、損害賠償など当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

 

  F. 金融アドバイザリー事業について 

当社の子会社である T&C NY, Inc.は、米国でCTA（Commodity Trading Advisory）の資格をも

ち、私募債の発行を通じて投資家の資金運用のアドバイスを行っております。同社の収益は投資

家から運用の助言を委託された運用資金残高に大きく影響されます。今後、マーケット環境の変

化等により、計画通りに運用残高が増加しない場合には、当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。 

 また、当社は、責任投資業務として、T&C Capital, Ltd.が発行する私募債、およびT&C 

Ventures, Ltd.が発行するインベスターシェアをそれぞれ購入し、それによって得た損益を営業

投資有価証券償還（売却）損益として営業損益の区分に表示することとしております。市況等の

影響により購入した私募債の償還益を計画通り得られない場合には、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。 

 

  G. 連結の範囲について 

 平成18年9月8日に実務対応報告第20号「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」が企業会計基準委員会より公表されました。 

当社グループでは、ケイマン諸島に設立したT&C Capital, Ltd．(資本金10,000千円、当社の

議決権保有割合：100％）およびT&C Ventures, Ltd. (資本金20,000千円、当社の議決権保有割
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合：100％) を利用して金融アドバイザリー事業を行っております。T&C Capital, Ltd．を利用

したスキームでは同社が私募債を発行し、投資家から資金を受入れ、投資対象に投資しており、

T&C Ventures, Ltd. を利用したスキームでは、同社が発行するインベスターシェアを投資家が

購入し、受入れた資金を映画制作に投資いたします。両スキームとも、受入れた資金はそれぞれ

両社を通じて投資対象に向かい、また、投資により発生する損益はすべて投資家に帰属いたしま

すので、両社はいわば導管体としての機能のみを有する会社であります。 

一方で、当社は金融アドバイザリー事業が円滑に行われることを目的に、当社の自己資金を利

用して、T&C Capital, Ltd. が発行する私募債およびT&C Ventures, Ltd. が発行するインベス

ターシェアの一部を責任投資業務として購入しております。 

当社では、平成18年第3四半期までT&C Capital, Ltd. およびT&C Ventures, Ltd. を、持分法

適用会社としてまいりましたが、上記実務対応報告の発表にともないT&C Capital, Ltd. または

T&C Ventures, Ltd. がそれぞれ発行する私募債ならびにインベスターシェアの総額に対する当

社の所有割合をもって両者を連結の範囲に含めるか否かを判断することといたしました。その結

果、平成18年11月期に係る連結財務諸表からT&C Ventures, Ltd.を連結子会社として取扱い、 

T&C Capital, Ltd．を従来どおり持分法適用会社として取り扱うことといたしました。 

 しかしながら、今後当社の予測しない事態等が生じて、両社を連結の範囲に含めるか否かの判

断に変更が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 参考までに、平成18年11月期連結会計年度における当社が責任投資業務として所有する私募債

ならびにインベスターシェアの所有割合を以下に記載いたします。なお、所有割合については、

監査法人による監査は受けておりません。 

  

当社の責任投資業務としての所有割合（平成18年11月30日現在） 

 発行総額 

(千円) 

所有金額 

(千円) 

所有割合

（％） 

T&C Capital, Ltd. 発行の私募債 2,641,738 150,000 5.68

T&C Ventures, Ltd. 発行のインベスターシェア 250,000 80,000 32.00

 

 ③組織について 

 

  A. 人材の確保・育成について 

 当社グループでは、情報提供のフィールド毎に専門知識を有した人材、また日々の業務をこな

すだけでなく、自ら進んで業務を切り開いていく人材の確保、育成が必要と考えております。事

業規模の拡大と共に、人材の確保を行っておりますが、思うような人材の確保が進まない場合や、

既存の人材の社外流出が生じた場合などには、当社グループの事業活動及び業績に悪影響を与え

る可能性があります。 

 

  B. 小規模組織について 

当社グループは、費用対効果を第一に考えて業務の内容・売上構成に応じた適切な人材の配置
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を行っております。現在までのところ、投資情報提供事業を行う会社は15名以下の比較的小規模

な組織体制で業務を行っております。これによって、機動的な業務の運営が行われる反面、特定

の人間が複数の業務を行い、フォローアップ体制が整わず、サービスの提供に重大な影響が出る

可能性があります。このようなマイナス要因が顕在化した場合には、当社グループの業績に悪影

響を与える可能性があります。 

 

  C. 特定人物への依存について 

当社代表取締役田中茂樹は当社グループの経営方針、経営戦略の策定、グループ会社の管理業

務等において重要な役割を果たしております。当社は同人に依存しない体制作りに努めておりま

すが、グループ全体を取り纏めていくという点で、現時点ではなお同人の影響がかなり大きい状

況にあります。現在のところ、同人が退任する予定はありませんが、当社が同人に依存しない体

制を構築する前に同人が何らかの理由により業務を継続する事が困難になった場合、当社グルー

プの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  

 

 ④業績について 

 

当 社 は Financial China Information and Technology Co., Ltd. 、 T&C Cosmic, Inc ． 、 T&C 

Guaranty, Ltd.、T&C Ventures, Ltd. を、いずれも買収または新規設立により子会社としております。

現在までのところ、これらの子会社の営業状況は順調ですが、今後計画通りに事業の進捗が進まない場

合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑤知的財産権について 

 

 当社グループでは、商標権などの法的に保護されるべき権利を積極的に取得しております。また、第

三者の知的財産権に関しては、「権利を犯さない、権利の侵害を行わない」という方針に基づき、投資

情報や記事の作成・配信において、当社グループで定めた編集方針に則り、第三者の著作権その他の権

利を侵害しないように管理体制を強化しております。しかしながら、当社グループの知的財産権が効果

的に取得できずに第三者との間に紛争を生じた場合、あるいは当社グループの管理体制の不備により、

第三者に対する権利侵害を生じ、損害賠償請求や訴訟提起等を受けた場合には、当社グループの業績に

悪影響を与える可能性があります。 

 

 ⑥今後の事業展開について 

 

  A. 新規事業について 

当社グループは、 適な事業ポートフォリオを構築し、事業の安定的拡大を目指して、今後も

M&Aの手法を利用して企業規模を拡大していく予定であります。その際に、計画通りの資本提携や

買収が進まず、また、当初予定通り傘下の企業の収益が伸びなかった場合、当社グループの業績

に悪影響を与える可能性があります。 
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  B. 海外展開について 

 

    i 中国関連事業について 

 当社グループは、今後の中国の経済成長、中国株式市場の規制の緩和を考え、中国株式情報

提供サービスを強化しております。平成17年3月には中国上海市のFinancial China 

Information & Technology Co., Ltd. と合弁契約を締結いたしました。同社の金融データベ

ースを活用して、情報の正確性、信頼性を高めるとともに、中国での情報提供事業に進出いた

しました。しかしながら、中国の金融市場に対する法律、政策の変更などにより、当初計画し

た合弁事業の展開が計画通りに進まない場合には、当社グループの事業計画に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

    ii 米国での事業展開について 

 当社グループは、金融アドバイザリー事業および投資情報提供事業のうち為替・国際金融情

報提供サービスをニューヨークを拠点にして行っております。これらの海外での事業展開が計

画通りに進まなかった場合には、当社グループの事業計画に影響を及ぼす可能性があります。 

 

    iii 外貨建ての取引について 

  当社グループの海外展開に伴い、外貨建て取引を行っております。現在のところ取引高全体

に占める外貨建て取引は大きくありませんが、今後外貨建て取引が増加した場合には、為替変

動によるリスクが当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

 ⑦その他 

  A. 新株予約権について 

当社は、旧商法第280条ノ19に基づく新株引受権並びに平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21に基づく新株予約権を当社及び当社子会社の役員及び従業員に対して付与しており、今

後も役員及び従業員の業務に対するモチベーションを高めるために、ストックオプション制度を

利用していく予定であります。今後、既存のストックオプションや将来付与する新株予約権につ

いて、権利行使がなされた場合には、当社株式の一株当たりの株式価値が希薄化する可能性があ

ります。なお平成18年12月31日現在、ストックオプションによる潜在株式数は1,118株であり、公

募増資後の発行済株式総数12,732株の8.8％に相当しております。 

 

  B. 訴訟について 

当社は、平成17年12月に、当社の子会社と競業関係に立つ会社の設立準備業務を行った従業員

を、就業規則に基づき懲戒解雇といたしました。現在、当該元従業員より未払賃金請求等の訴訟

を提起され係争中であります。 

当社はこれまで労働基準法を遵守した労務管理を行ってきており、当該裁判において当社の主

張が受け入れられると考えておりますが、裁判の結果当社の主張が認められない場合には損害賠

償の支払い、ブランドイメージの毀損などにより当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は、当該元従業員を利用した当該競業他社及び当該元従業員に対して、上記就業時

間中の競業他社支援行為について、損害賠償請求訴訟を提起し係争中であります。 
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４. 連結財務諸表等 

(1) 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11月30日) 
当連結会計年度 

(平成18年11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  243,727 235,761   △7,965

２ 売掛金  87,744 122,399   34,654

３ たな卸資産  4,986 7,655   2,668

４ 営業投資有価証券 ※1 142,176 143,657   1,480

５ 前払費用  14,098 18,242   4,144

６ 繰延税金資産  18,393 29,026   10,633

７ その他  52,930 41,990   △10,939

流動資産合計  564,056 72.9 598,733 32.7  34,676

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  13,380 13,380  ― 

減価償却累計額  △1,774 11,605 △3,577 9,802  △1,802 △1,802

(2) 工具器具及び備品  50,094 68,809  18,714 

減価償却累計額  △24,347 25,747 △34,377 34,432  △10,030 8,684

有形固定資産合計  37,352 4.9 44,234 2.4  6,882

２ 無形固定資産    

(1) 営業権  5,744 ―   △5,744

(2) 連結調整勘定  63,584 ―   △63,584

(3) のれん  ― 50,176   50,176

(4) 映画製作費  ― 502,112   502,112

(5) ソフトウェア  17,223 13,498   △3,724

(6) その他  266 2,177   1,910

無形固定資産合計  86,819 11.2 567,964 31.0  481,145

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※1 5,669 545,409   539,739

(2) 長期貸付金  8,958 4,070   △4,887

(3) 敷金保証金  70,162 71,229   1,067

(4) 繰延税金資産  226 143   △83

(5) その他  266 2,230   1,963

投資その他の資産合計  85,283 11.0 623,083 33.9  537,799

固定資産合計  209,455 27.1 1,235,283 67.3  1,025,827

資産合計  773,512 100.0 1,834,016 100.0  1,060,504
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前連結会計年度 

(平成17年11月30日) 
当連結会計年度 

(平成18年11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  2,038 2,855   816

２ 短期借入金  ― 120,000   120,000

３ 一年以内償還予定の社債  ― 65,400   65,400

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

 38,764 98,660   59,896

５ 未払金  22,398 219,329   196,931

６ 未払費用  27,603 58,124   30,521

７ 未払法人税等  37,934 53,770   15,835

８ 前受金  70,391 81,431   11,040

９ 返品調整引当金  3,313 3,902   588

10 債務保証損失引当金  7,133 ―   △7,133

11 その他  17,119 19,586   2,466

流動負債合計  226,696 29.3 723,059 39.4  496,362

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  ― 101,900   101,900

２ 長期借入金  45,833 242,677   196,844

３ その他  338 2,640   2,301

固定負債合計  46,171 6.0 347,218 18.9  301,046

負債合計  272,868 35.3 1,070,277 58.3  797,408

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  9,564 1.2 ― ―  △9,564

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※3 357,000 46.2 ― ―  △357,000

Ⅱ 資本剰余金  174,500 22.6 ― ―  △174,500

Ⅲ 利益剰余金  △43,821 △5.7 ― ―  43,821

Ⅳ 為替換算調整勘定  3,399 0.4 ― ―  △3,399

資本合計  491,078 63.5 ― ―  △491,078

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 773,512 100.0 ― ―  △773,512
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前連結会計年度 

(平成17年11月30日) 

当連結会計年度 

(平成18年11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  ― 374,150   374,150

２ 資本剰余金  ― 174,500   174,500

３ 利益剰余金  ― 61,576   61,576

株主資本合計  ― ― 610,226 33.3  610,226

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 

  差額金 
 ― △10,319   △10,319

２ 為替換算調整勘定  ― 634   634

評価・換算差額等合計  ― ― △9,684 △0.5  △9,684

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 163,197 8.9  163,197

純資産合計  ― ― 763,738 41.7  763,738

負債純資産合計  ― ― 1,834,016 100.0  1,834,016
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② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11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  869,841 100.0 1,185,342 100.0  315,501

Ⅱ 売上原価  340,122 39.1 427,929 36.1  87,807

売上総利益  529,719 60.9 757,413 63.9  227,694

       返品調整引当金戻入額  2,296 0.3 3,313 0.2  1,017

    返品調整引当金繰入額  3,313 0.4 3,902 0.3  588

    差引売上総利益  528,701 60.8 756,825 63.8  228,123

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 454,498 52.3 571,578 48.2  117,079

営業利益  74,202 8.5 185,246 15.6  111,044

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  85 2,247  2,161 

２ 受取賃貸管理料  3,782 4,363  581 

３ 為替差益  803 4,883  4,079 

４ 持分法による投資利益  5,886 ―  △5,886 

５ 雑収入  3,116 13,675 1.6 775 12,270 1.1 △2,340 △1,404

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  3,055 13,832  10,777 

２ 持分法による投資損失  ― 12,232  12,232 

３ 新株発行費  2,139 ―  △2,139 

４ 株式交付費  ― 60  60 

５ 社債発行費  ― 523  523 

６ 公開準備費用  ― 8,626  8,626 

７ 雑損失  3,605 8,799 1.0 4,045 39,320 3.3 440 30,520

経常利益  79,078 9.1 158,197 13.4  79,119

Ⅵ 特別利益    

 １ 債務保証損失引当金戻入益  ― ― ― 1,693 1,693 0.1 1,693 1,693

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※２ 2,826 1,008  △1,817 

 ２ 本社移転費用 ※３ 7,395 ―  △7,395 

 ３ 役員退職慰労金  5,120 15,342 1.8 ― 1,008 0.1 △5,120 △14,333

   税金等調整前当期純利益  63,735 7.3 158,881 13.4  95,146

   法人税、住民税及び事業税  37,775 70,587  32,812 

   法人税等調整額  20,307 58,083 6.7 △6,777 63,809 5.4 △27,085 5,726

   少数株主損失  4,938 0.6 10,325 0.9  5,387

   当期純利益  10,591 1.2 105,397 8.9  94,806
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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12月１日 至 平成17年11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  25,000

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １ 増資による新株の発行  149,500 149,500

Ⅲ 資本剰余金期末残高  174,500

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △54,412

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １ 当期純利益  10,591 10,591

Ⅲ 利益剰余金期末残高  △43,821
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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12月１日 至 平成18年11月30日）       

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年11月30日残高（千円） 357,000 174,500 △43,821 487,678

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 17,150 ― ― 17,150

 当期純利益 ― ― 105,397 105,397

 株主資本以外の項目の連結会計年度中の 

変動額（純額） 
― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計（千円） 17,150 ― 105,397 122,547

平成18年11月30日残高（千円） 374,150 174,500 61,576 610,226

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計 

少数株主 

持分 
純資産合計

平成17年11月30日残高（千円） ― 3,399 3,399 9,564 500,643

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行 ― ― ― ― 17,150

 当期純利益 ― ― ― ― 105,397

 株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額） 
△10,319 △2,765 △13,084 153,632 140,548

連結会計年度中の変動額合計（千円） △10,319 △2,765 △13,084 153,632 263,095

平成18年11月30日残高（千円） △10,319 634 △9,684 163,197 763,738
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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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11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  63,735 158,881 95,145 

減価償却費  13,053 17,217 4,164 

営業権償却  1,436 ― △1,436 

連結調整勘定償却  17,601 ― △17,601 

のれん償却  ― 18,999 18,999 

長期前払費用償却    196 77 △119 

固定資産除却損  2,826 1,008 △1,817 

本社移転費用  1,915 ― △1,915 

返品調整引当金の増加額  1,017 588 △429 

債務保証損失引当金の増減額（減少△）  7,133 △7,133 △14,266 

受取利息  △85 △2,247 △2,161 

支払利息  3,055 13,832 10,777 

為替差損  ― 116 116 

持分法による投資損益額（利益△）  △5,886 12,232 18,119 

売上債権の増加額  △33,473 △36,119 △2,645 

たな卸資産の増加額  △1,118 △2,668 △1,550 

営業投資有価証券の増加額  △71,477 △86,635 △15,157 

仕入債務の増減額（△は減少）  △1,000 812 1,812 

前受金の増加額  11,801 10,931 △869 

未払消費税等の増減額（△は減少）  △159 2,890 3,050 

その他  △16,918 37,665 54,583 

小計  △6,348 140,450 146,799 

利息の受取額  85 2,247 2,161 

利息の支払額  △3,182 △12,290 △9,108 

法人税等の支払額  △3,333 △55,616 △52,283 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △12,778 74,790 87,568 

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  △32,675 △20,558 12,116 

有形固定資産の売却による収入  214 ― △214 

無形固定資産の取得による支出  △6,680 △2,976 3,703 

営業権取得による支出  △7,180 ― 7,180 

映画製作費の支出  ― △10,957 △10,957 

貸付による支出  ― △165,000 △165,000 

関係会社貸付による支出  ― △120,000 △120,000 

貸付金の回収による収入  ― 169,614 169,614 

関係会社貸付金の回収による収入  ― 80,000 80,000 

投資有価証券の取得による支出  ― △555,152 △555,152 

敷金保証金の回収による収入  5,228 250 △4,977 

敷金保証金の差入による支出  △51,829 △1,646 50,182 

連結範囲の変更を伴う子会社株式取得に

よる支出 
※２ △69,469 ― 69,469 

子会社株式取得による支出  ― △20,000 △20,000 

保険金の積立による支出  △49 △49 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △162,441 △646,476 △484,034 
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前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日)

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11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    

短期借入金の増加額  ― 120,000 120,000 

長期借入れによる収入  90,000 320,000 230,000 

長期借入金の返済による支出  △32,956 △63,259 △30,303 

社債発行による収入  ― 194,801 194,801 

社債の償還による支出  ― △32,700 △32,700 

株式発行による収入  
299,000 17,090 △281,910 

財務活動によるキャッシュ・フロー  356,044 555,931 199,887 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係わる換算差額       3,838 △1,026 △4,865 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  184,662 △16,781 △201,444 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  59,064 243,727 184,662 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  ― 8,815 8,815 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 243,727 235,761 △7,965 
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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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 7社 

連結子会社の名称 

㈱トレーダーズ・アンド・カンパニー 

㈱T&Cトランスリンク 

T&C NY, Inc. 

㈱マネーアンドマネー  

Financial China Information &   

                Technology Co., Ltd. 

T&C Cosmic, Inc. 

T&C Guaranty, Ltd. 

 

Financial China Information & 
Technology Co., Ltd. は当連結会計年

度において、発行済株式の72.75％を取

得したことにより、連結子会社に含める

ことにいたしました。 

 

T&C Cosmic, Inc.は当社全額出資の子

会社として設立したことにより、当連結

会計年度より連結子会社に含めることに

いたしました。 

 

T&C Guaranty, Ltd.は当社全額出資の

子会社として設立したことにより、当連

結会計年度より連結子会社に含めること

にいたしました。 

 

 

(1) 連結子会社の数 8社 

連結子会社の名称 

㈱トレーダーズ・アンド・カンパニー 

㈱T&Cトランスリンク 

T&C NY, Inc. 

㈱マネーアンドマネー  

Financial China Information &   

                Technology Co., Ltd. 

T&C Cosmic, Inc. 

T&C Guaranty, Ltd. 

T&C Ventures, Ltd. 

 

 

T&C Ventures, Ltd. はケイマン諸島

に設立された法人で、当社が37.04％、

T&C Capital, Ltd. が62.96％出資して

おり、議決権は当社が100％保有してお

ります。当連結会計年度において、連結

子会社に含めることにいたしました。 

  

 (2)非連結子会社名 

T&C Capital, Ltd. 

連結の範囲から除いた理由 

T&C Capital, Ltd. は当社の出資で

ケイマン諸島に設立された法人であり

ます。同社は投資家の出資を募った集

団投資スキームのために設立された会

社であり、いわば導管体としての機能

を有する会社であります。同社の資産

は基本的にはすべて各投資家に帰属す

るものであり、また運用によって増減

した各投資家に帰属すべき損益は当該

金額の資産を増減させ、その対応する

投資家からの出資相当額の負債を同額

だけ増減させる処理を行っておりま

す。このため、同社の損益計算書には

投資家に帰属する損益は反映されてお

りません。  

このような会計処理を行っているた

めに、当社の連結財務諸表においてT&C 

Capital, Ltd. を連結子会社として取

り込むと本来当社に帰属すべきでない

資産負債まで計上されてしまうことに 

(2)非連結子会社名 

T&C Capital, Ltd. 

連結の範囲から除いた理由 

  

  同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 なります。これにより投資家等利害関

係者の判断を誤らせるおそれがありま

す。 

したがって、当社の連結財務諸表上

T&C Capital, Ltd. は非連結持分法適

用会社として取扱うことといたしまし

た。 

 

 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数 

1社 

T&C Capital, Ltd. 

 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数 

1社 

同左 

 

 (2) 持分法を適用した関連会社数 

該当はありません。 

 

(2) 持分法を適用した関連会社数 

該当はありません。 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社数 

該当はありません。 

 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社数 

該当はありません。 

 

 (4) 持分法を適用しない関連会社数 

該当はありません。 

 

(4) 持分法を適用しない関連会社数 

該当はありません。 

 

３ 連結子会社の事業

年度等に関する事

項 

連結子会社のうちFinancial China 

Information & Technology Co., Ltd.

の決算日は12月末であります。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。 

その他の連結子会社の決算日は連結決

算日と一致しております。 

 

 

同左 

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(営業投資有価証券を含む。）

  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 

 

 

 

 

 

 

  

 

① 有価証券(営業投資有価証券を含む。）

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算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

均法により算定しておりま

す。） 

 

   時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

    なお、投資事業組合及びそれに類

する組合への出資（証券取引法第

2条第2項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応じ

て、入手可能な 近の決算書を基
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

  礎とし、持分相当額を純額で取込

む方法によっております。 

 

 ② たな卸資産 

  製品、仕掛品 

  先入先出法による原価法 

 

② たな卸資産 

製品、仕掛品 

  先入先出法による原価法 

 （但し、ソフトウェア仕掛品は個別法

による原価法） 

 

(2) 重要な減価償却産

の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法、但し海外連結子会社は定額

法 

なお、主な耐用年数は以下のとおり 

建物         3～15年 

工具器具及び備品   4～10年 

 

① 有形固定資産 

   同左 

 ② 無形固定資産 

  定額法 

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

  また、米国連結子会社が保有する営

業権は、5年間の均等償却をしており

ます。 

 

② 無形固定資産 

定額法 

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

  また、米国連結子会社が保有するの

れんは、5年間の均等償却をしており

ます。 

 

(3）重要な繰延資産の 

処理方法 

①新株発行費 

  支出時全額費用処理しております。 

 

① 

 

 

② 株式交付費 

支出時全額費用処理しております。 

 

③ 社債発行費 

 支出時全額費用処理しております。 

 

 

(4) 重要な引当金の 

計上基準 

 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

なお、当連結会計年度においても過

去の貸倒実績がなく、また回収に懸

念のある債権もないため、貸倒引当

金は計上しておりません。 

 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 返品調整引当金 

  返品調整引当金は製品（書籍等）の

返品による損失に備えるため、書籍

等の出版事業に係る売掛金残高に一

定期間の返品率及び売買利益率を乗

じた額を計上しております。 

 

② 返品調整引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 ③  債務保証損失引当金 

連結子会社T&C Guaranty, Ltd. は、

非連結子会社T&C Capital, Ltd.が発

行する一部の私募債につき元本保証

を行っておりますが、当該保証に係

る損失に備えるため、損失負担見込

額を見積計上しております。 

 

③ 

 

  

(5) 重要な外貨建ての

資産又は負債の本

邦通貨への換算基

準 

 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負

債並びに収益及び費用は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しております。

 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は連結

決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は四半期ごとに四半期

連結会計期間の期中平均為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含めて計上しております。 

 

(6) 重要なヘッジ会計

の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

理を採用いたしております。 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ取引 

 

(ヘッジ対象） 

借入金の利息 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ ヘッジ方針 

当社グループは、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワップ取

引を行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理要領に従って、以下の条件

を満たす金利スワップを締結しており

ます。 

 A. 金利スワップの想定元本と長期

   借入金の元本金額が一致してい

   る。 

 B. 金利スワップと長期借入金の契

  約期間及び満期が一致してい 

る。 

  C. 長期借入金の変動金利のインデ

ックスと金利スワップで受払い

される変動金利のインデックス

が、LIBOR+αで一致している。

   D. 長期借入金と金利スワップの金

利改定条件が一致している。 

   E. 金利スワップの受払い条件がス

ワップ期間を通して一定であ

る。従って、金利スワップの特
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

  例処理の要件を満たしているの

で連結決算日における有効性の

評価を省略しております。 

 

(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。 

 

① 消費税等の会計処理 

同左 

 ②  営業投資有価証券の会計処理 

当社グループは、投資対象、投資ス

キーム、投資タイミングなどを投資家

に情報として提供するアドバイザリー

業務を行なっております。 

そして、上記情報を判断材料とし

て、自己の責任で投資を希望する投資

家に対しては、非連結子会社（SPC）

が社債（私募債）を発行して、投資家

② 営業投資有価証券の会計処理 

同左 

 

の資金を受け入れておりますが、この

SPCが発行する私募債について投資家

からの信用を得るため、当社グループ

の自己資金を利用して自らSPCが発行

する私募債を購入し、「信用補完」を

行なうことがあります（責任投資業

務）。 

この責任投資業務を目的として行なう

私募債への投資については、責任投資

業務目的以外で保有する有価証券とは

区分して、「営業投資有価証券」とし

て「流動資産の部」に表示しておりま

す。 

また、営業投資有価証券の償還または
売却から生じる損益は、営業損益の区
分に表示することとしております。 
 

 

５ 連結子会社の資産

及び負債の評価に

関する事項 

 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法
は、全面時価評価法によっておりま
す。 

同左 

６ 連結調整勘定の償

却に関する事項 

 

連結調整勘定は、5年間で均等償却し

ております。 

 

 

７ のれんの償却に関

する事項 

 

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 

 

利益処分又は損失処理の取扱い方法 

連結会計年度中に確定した利益処分又

は損失処理に基づいております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

９ 連結キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 

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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11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

適用指針第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。 

 

（在外連結子会社の収益及び費用の換算基準） 

 在外連結子会社の収益及び費用の換算については、こ

れまで決算時の為替相場により換算する方法を採用し

てまいりましたが、当連結会計年度より、四半期毎の

損益状況をより的確に把握する為、四半期毎の期中平

均為替相場により換算する方法に変更いたしました。

この変更により、当連結会計年度において、従来の方

法に比べて、売上高131千円、営業利益1,293千円、経

常利益1,175千円、当期純利益711千円、それぞれ増加

しております。なお、セグメント情報に与える影響

は、セグメント情報に記載しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「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）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）に基づ

いて貸借対照表を作成しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

600,541千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計

年度における連結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。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第7号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第10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。 
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前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(連結の範囲に係る会計処理) 

当社グループは、特別目的会社2社を利用して金融ア

ドバイザリー事業を行っております。両社の資産、負

債及び収益・費用は持分割合に応じて各投資家に帰属

すると考え、従来まで連結子会社として取り扱わず、

持分法適用会社としてまいりましたが、当連結会計年

度より、「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り扱い」（企業会計

基準委員会実務報告第20号 平成18年9月8日）を適用

し、それぞれが発行する私募債ならびにインベスター

シェアの総額に対する当社の所有割合をもって判断す

ることとし、1社を連結子会社として取り扱い、1社を

従来どおり持分法適用会社として取り扱うことといた

しました。 

 この変更により、従来の会計処理によった場合に比

べて、総資産が380,077千円増加し、売上高が153千

円、営業利益が147千円、経常利益が2,340千円、税金

等調整前当期純利益が2,340千円減少しております

が、当期純利益に与える影響はありません。 

 

 

 

 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表） 

「営業権」及び「連結調整勘定」は、当連結会計年度か

ら「のれん」として表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

「営業権償却」及び「連結調整勘定償却」は、当連結会

計年度から「のれん償却」として表示しております。 
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追加情報 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16年2月13日企業会計

基準委員会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が966千円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、966

千円減少しております。 
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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11月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

   営業投資有価証券（社債） 142,176千円 

投資有価証券（株式）    5,669千円 

 
 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

   営業投資有価証券（社債） 143,657千円 

 

 

２  偶発債務 

   非連結子会社T&C Capital, Ltd. の発行する私募

債に対して連結子会社T&C Guaranty, Ltd. が行

う債務保証        102,866千円 

 

２   

※３  発行済株式総数    普通株式10,860株 

 

 

 

 
 

※３  
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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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りです。 

   販売手数料       59,250千円 

役員報酬       108,883千円 

   給料手当        74,577千円 

   債務保証損失引当金繰入 7,133千円 

   減価償却費       4,150千円 

 

 

 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りです。 

   販売手数料          57,464千円 

役員報酬           133,985千円 

   給料手当           122,936千円 

   減価償却費           6,445千円 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

固定資産除却損の内訳 

建物 2,359千円 

工具器具及び備品 466千円 

   合計 2,826千円 

 
 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

固定資産除却損の内訳 

工具器具及び備品 1,008千円 

   合計 1,008千円 
 

※３ 本社移転費用の内訳 

原状回復工事 2,392千円 

仲介手数料 2,472千円 

その他 2,530千円 

  合計 7,395千円 

 

 

 

（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12月１日  至 平成18年11月30日) 
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) 10,860 366 ― 11,226

（変動事由の概要） 
 増加数の内訳は、次のとおりであります。 
  ストックオプションの行使による増加   366株 
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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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11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の関係 

 

現金及び預金 243,727千円

現金及び現金同等物 243,727千円

 

 

 
 

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金 235,761千円

現金及び現金同等物 235,761千円
 

※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 

 

 

株式取得により新たに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株式の取得価額

と取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。 

Financial China Information &  Technology  

Co., Ltd.（平成17年6月30日現在） 

 流動資産              44,884千円

 固定資産               4,202千円

 連結調整勘定            53,907千円

流動負債              △1,072千円

 固定負債                 ―― 

  少数株主持分                     △13,084千円

新規連結子会社の取得価格      88,838千円

新規連結子会社の現金 

及び現金同等物         △ 19,369千円

差引：新規連結子会社の 

取得のための支出            △69,469千円
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(2) セグメント情報 

① 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12月１日 至  平成17年11月30日） 

 

 
投資情報 

提供事業 
(千円)) 

 金融アドバイ

ザリー事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 660,441 209,399 869,841 ― 869,841

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

207 117 325 (325) ―

計 660,649 209,517 870,166 (325) 869,841

営業費用 547,232 74,783 622,016 173,622 795,638

営業利益 113,416 134,733 248,149 (173,947) 74,202

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 365,665 226,642 592,307 181,204 773,512

減価償却費 9,630 138 9,768 3,915 13,684

資本的支出 14,331 669 15,000 25,333 40,333

（注）１ 事業区分は、サービスの内容、提供先、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 投資情報提供事業……日本株情報提供、中国株情報提供、為替・国際金融情報提供    

(2) 金融アドバイザリー事業……アドバイザリー業務、コンサルティング業務、責任投資業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、173,947千円であり、その主

なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、181,263千円であり、その主なものは、連

結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産であります。 
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当連結会計年度（自 平成17年12月１日 至  平成18年11月30日） 

 
投資情報 

提供事業 
(千円)) 

 金融アドバイ

ザリー事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 831,009 354,333 1,185,342 ― 1,185,342

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

― 699 699 (699) ―

計 831,009 355,033 1,186,042 (699) 1,185,342

営業費用 714,739 84,463 799,202 200,893 1,000,096

営業利益 116,269 270,569 386,839 (201,592) 185,246

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 301,167 585,719 886,887 947,129 1,834,016

減価償却費 11,073 720 11,793 5,498 17,292

資本的支出 10,762 7,411 18,174 5,290 23,465

 

（注）１ 事業区分は、サービスの内容、提供先、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 投資情報提供事業……日本株情報提供、中国株情報提供、為替・国際金融情報提供    

(2) 金融アドバイザリー事業……アドバイザリー業務、コンサルティング業務、責任投資業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、200,893千円であり、その主

なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、947,129千円であり、その主なものは、連

結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産であります。 

５ 当社グループは、「会計方針の変更」に記載のとおり、連結の範囲に係る会計処理を変更しております。

この変更によるセグメント情報に与える影響は、従来の会計処理によった場合に比べて、金融アドバイ

ザリー事業の総資産が380,077千円増加し、売上高が153千円、営業利益が147千円減少しております。 

６  当連結会計年度より、在外連結子会社の収益及び費用の換算について、従来の決算時の為替相場により

換算する方法から、四半期毎の期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。なお、変更前の

方法により換算した場合における当連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであり

ます。 
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       ≪ 連結会計年度末の為替相場により換算する方法で表示した場合 ≫ 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

 
投資情報 

提供事業 
(千円)) 

 金融アドバイ

ザリー事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 831,623 353,587 1,185,211 ― 1,185,211

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

― 698 698 (698) ―

計 831,623 354,285 1,185,909 (698) 1,185,211

営業費用 715,873 84,488 800,362 200,895 1,001,258

営業利益 115,750 269,797 385,547 (201,594) 183,952

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 301,167 585,718 886,886 947,241 1,834,127

減価償却費 11,104 719 11,823 5,498 17,322

資本的支出 10,762 7,411 18,174 5,290 23,465

 

（注）１ 事業区分は、サービスの内容、提供先、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 投資情報提供事業……日本株情報提供、中国株情報提供、為替・国際金融情報提供    

(2) 金融アドバイザリー事業……アドバイザリー業務、コンサルティング業務、責任投資業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、200,895千円であり、その主

なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、947,241千円であり、その主なものは、連

結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産であります。 
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② 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

 

 
日本 
(千円) 

米国 
(千円) 

中国 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

713,349 150,688 5,803 869,841 ― 869,841 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

18,005 3,021 305 21,332 (21,332) ― 

計 731,354 153,709 6,109 891,174 (21,332) 869,841 

営業費用 682,347 110,377 24,246 816,971 (21,332) 795,638 

営業利益又は 
営業損失(△) 

49,006 43,332 △18,136 74,202 ― 74,202 

Ⅱ 資産 597,976 116,195 85,392 799,564 (26,052) 773,512 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３ 消去又は全社の項目に含めた全社費用はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

 

 
日本 
(千円) 

米国 
(千円) 

中国 
(千円) 

ケイマン諸
島（千円）

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

915,308 228,529 41,504 ― 1,185,342 ― 1,185,342

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

30,435 22,167 2,730 ― 55,332 (55,332) ―

計 945,743 250,696 44,234 ― 1,240,675 (55,332) 1,185,342

営業費用 800,475 175,973 73,489 2,437 1,052,376 (52,280) 1,000,096

営業利益又は  
営業損失(△) 

145,267 74,723 △29,254 △2,437 188,299 (3,052) 185,246

Ⅱ 資産 1,366,311 99,581 40,340 510,004 2,016,237 (182,221) 1,834,016

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

    ３ 当連結会計年度より、T&C Ventures, Ltd. を新規連結したことにより「ケイマン諸島」を新設してお

ります。 

４ 当連結会計年度より、在外連結子会社の収益及び費用の換算について、従来の決算時の為替相場により

換算する方法から、四半期毎の期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。なお、変更前の

方法により換算した場合における当連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。 
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 ≪ 連結会計年度末の為替相場により換算する方法で表示した場合 ≫ 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 
 

 
日本 
(千円) 

米国 
(千円) 

中国 
(千円) 

ケイマン諸
島（千円）

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

915,308 227,784 42,117 0 1,185,211 ― 1,185,211

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

30,435 22,164 2,730 0 55,329 (55,329) ―

計 945,743 249,948 44,847 0 1,240,540 (55,329) 1,185,211

営業費用 800,475 176,004 74,630 2,423 1,053,534 (52,275) 1,001,258

営業利益又は 
営業損失(△) 

145,267 73,944 △29,782 △2,423 187,006 (3,053) 183,952

Ⅱ 資産 1,366,423 99,582 40,340 510,002 2,016,349 (182,221) 1,834,127

 (注) １ 国又は地域は、国にて区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 
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③ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 
 

 ケイマン諸島 その他の地域 合計額 

Ⅰ 海外売上高(千円) 185,385 12,432 197,817

Ⅱ 連結売上高(千円)  ― ― 869,841

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

21.3 1.4 22.7

(注）  国又は地域の区分は地理的近接度によっています。 

    その他の地域に属する国又は地域・・・・米国、中国、英国 

 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 
 

 ケイマン諸島 その他の地域 合計額 

Ⅰ 海外売上高(千円) 332,119 57,785 389,905

Ⅱ 連結売上高(千円)  ― ― 1,185,342

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

28.0 4.9 32.9

(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっています。 

     その他の地域に属する国又は地域・・・・米国、中国、英国、シンガポール 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

３  当連結会計年度より、在外連結子会社の収益及び費用の換算について、従来の決算時の為替相場により

換算する方法から、四半期毎の期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。なお、変更前の

方法により換算した場合における当連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。 

 

 

       ≪ 連結会計年度末の為替相場により換算する方法で表示した場合 ≫ 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

  

 ケイマン諸島 その他の地域 合計額 

Ⅰ 海外売上高(千円) 331,364 58,401 389,765

Ⅱ 連結売上高(千円)  ― ― 1,185,211

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

28.0 4.9 32.9

（注）  国又は地域の区分は地理的近接度によっています。 

      その他の地域に属する国又は地域・・・・米国、中国、英国、シンガポール 
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(3) リース取引関係 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

注記の対象となる重要なリース取引はありません。 オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

1年以内      7,635千円 

1年超      24,179千円 

合計       31,815千円 
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(4) 関連当事者との取引 

前連結会計年度 (自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

１ 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)

社宅の賃貸
（※1） 

1,958 ― ― 役員及
び個人
主要株
主 

田中茂樹 ― ― 
当社代表取
締役 

（被所有） 
直接 

23.3 
― ― 

債務保証
（※2） 

33,200 ― ― 

（注）取引金額には消費税等が含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

※1 社宅の賃貸は借上住宅家賃の役員個人負担分であります。家賃総額の100%を負担しております。 

     なお、上記契約は平成17年10月末をもって解約、取引は解消しております。 

  ※2 当社は、銀行借入に対して代表取締役田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は

行なっておりません。 

 

２ 子会社等 

 

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)

 
私募債の
購入 

 

 275,502 
営業投
資有価
証券 

142,176

子会社 
T&C 
Capital, 
Ltd. 

ケイマ
ン島 

10,000 私募債発行 
(所有) 
直接 
100 

兼任2名
私募債の
購入  

私募債の
償還・売
却益 
 

66,042  売掛金 3,193 

（注）取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。 
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当連結会計年度（自 平成17年12月 1日 至  平成18年11月30日） 

１ 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
び個人
主要株
主 

田中茂樹 ― ― 
当社代表取
締役 

（被所有） 
直接 

23.3 
― ― 

ストックオ
プションの
権利行使

3,900 ― ― 

伊藤正雄 ― ― 当社取締役 
（被所有） 
直接 
 2.9 

― ― 
ストックオ
プションの
権利行使

2,000 ― ― 

松本貞子 ― ― 当社取締役 
（被所有） 
直接 

1.2 
― ― 

ストックオ
プションの
権利行使

1,250 ― ― 役員 

井原信近 ― ― 当社取締役 
（被所有） 
直接 
 0.7 

― ― 

ストックオ
プションの
権利行使
(※) 

2,250 ― ― 

（注）取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

※ 井原信近は、平成18年7月14日に関連当事者に該当しなくなったため、取引金額については関連当事者  

であった期間の金額を記載しております。 

 

２ 子会社等 

 

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)

 
私募債の
購入 

 

  356,355 
営業投資
有価証券 

149,431

T&C 
Capital, 
Ltd. 

ケイマ
ン島 

10,000 私募債発行 
(所有) 
直接 
100 

兼任2名
私募債の
購入  

私募債の
償還・売
却益 
 

169,114 ― ― 

インベス
ターシェ
アの購入

80,000 
営業投資
有価証券 

80,000

金銭の貸
付 

40,000 ― ― 

子会社 

T&C 
Ventures, 
Ltd.  

(※) 

ケイマ
ン島 

20,000 
インベスタ
ーシェア発
行 

(所有) 
直接 
100 

兼任2名
インベス
ターシェ
アの購入

利息の受
取 

1,775 ― ― 

（注）取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  市場価格・市場金利を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。 

※ T&C Ventures, Ltd. は平成18年9月1日より連結子会社となったため、取引金額については非連結子会社

であった第3四半期までの取引を記載しております。 
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(5) 税効果会計関係 

 

前連結会計年度 
(平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

 

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） 
                    
 税務上の繰越欠損金            67,477千円  

 一括償却資産              1,826千円      

その他                           2,130千円

  繰延税金資産小計                71,434千円 

  評価性引当額 △52,814千円     

  繰延税金資産合計                18,620千円 

 

 
  

 

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） 
                    
 税務上の繰越欠損金            32,462千円  

 一括償却資産              1,075千円    

賞与の損金不算入         5,581千円 

有価証券償還益加算        5,569千円 

有価証券評価差額金        4,199千円 

その他                          8,817千円

  繰延税金資産小計               57,706千円 

  評価性引当額  28,536千円     

  繰延税金資産合計                9,170千円 

（繰延税金負債） 

未収還付法人税            641千円 

償却資産認容             3,738千円

繰延税金負債合計                4,379千円

繰延税金資産又は負債の純額   24,790千円 

 
 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

 法定実効税率             40.70％ 

 (調整) 

 評価性引当額の増減額         21.52％ 

 住民税均等割                         1.48％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 8.67％ 

 連結調整に伴う差異                    8.40％ 

 海外子会社等の税率差異             10.48％ 

 その他                              △0.12％

  税効果適用後の法人税等の負担率    91.13％ 

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。 
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(6) 有価証券関係 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 
 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

116,330 36,330 ―

 

３ 時価評価されていない有価証券 

 
 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券  

非上場外国債券 
142,176

(2) 子会社株式 5,669

合計 147,846
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当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11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) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 

(1) 株式 456,006 446,256 △9,750

(2) 債券 20,000 19,431 △568

合計 476,006 465,687 △10,319

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

63,921 ― ―

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

非上場外国債券 
124,225

(2) 非上場株式 98,181

(3) 投資事業組合への出資 972

合計 223,379

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 
 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

 債券  

  非上場外国債券 ― 30,000 20,000 100,000

合計 ― 30,000 20,000 100,000
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(7) デリバティブ取引関係 

 

前連結会計年度（平成17年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から

除いております。 

 

 

(8) 退職給付関係 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

1. 採用している退職給付制度の概要  

連結子会社(株)マネーアンドマネーは複数事業主

制度による企業年金（東京都報道事業厚生年金基

金）に加盟しております。なお、当社及び(株)マネ

ーアンドマネー以外の連結子会社は、退職給付制度

を設けておりません。 

 

 

1. 採用している退職給付制度の概要  

連結子会社(株)マネーアンドマネーは複数事業主

制度による企業年金（東京都報道事業厚生年金基

金）に加盟しております。なお、当社及び(株)マネ

ーアンドマネー以外の連結子会社は、退職給付制度

を設けておりません。 

 

 

2. 退職給付費用の内訳 

複数事業主制度による企業年金の年金掛金 

                        2,823千円 

 

2. 退職給付費用の内訳 

複数事業主制度による企業年金の年金掛金 

                        2,665千円 

 

3. 複数事業主制度による企業年金に係わる年金資産の

当社分 

                    44,967千円 

 

3. 複数事業主制度による企業年金に係わる年金資産の

当社分 

                    43,490千円 

 

 

 

(９)ストック・オプション等関係 

 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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（10）１株当たり情報 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり純資産額 45,219円01銭 53,495円61銭

１株当たり当期純利益 1,028円45銭 9,463円92銭

 
 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、新株引受権及
び新株予約権の残高がありますが、
当社株式は非上場であり、かつ店頭
登録もしていないため、期中平均株
価が把握できませんので記載してお
りません。 
 
当社は平成17年8月18日付で株式1株
につき2株に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  19,701円22銭
 1株当たり当期純利益 8,305円20銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、新株引受権及
び新株予約権の残高がありますが、
当社株式は非上場であり、かつ店頭
登録もしていないため、期中平均株
価が把握できませんので記載してお
りません。 
 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、新株引受権及
び新株予約権の残高がありますが、
当社株式は非上場であり、かつ店頭
登録もしていないため、期中平均株
価が把握できませんので記載してお
りません。 
 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
当連結会計年度末 
(平成18年11月30日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 763,738

普通株式に係る純資産額（千円） 600,541

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と1株当たり純資産

額の算定に用いられた普通株式に係る当連結会計年度末

の純資産額との差額の主な内訳（千円） 

 少数株主持分 163,197

普通株式の発行済株式数（株） 11,226

普通株式の自己株式数（株） ―

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 

（株） 11,226
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２ １株当たり当期純利益 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 10,591 105,397

普通株式に係る当期純利益(千円) 10,591 105,397

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,298 11,136

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
含まれなかった潜在株式の概要  

第1回新株引受権 226株 
第2回新株予約権 93個 
第3回新株予約権 500個 
第4回新株予約権 100個 
 

第1回新株引受権 20株 
第3回新株予約権 475個 
第4回新株予約権 78個 
 

 

（11）重要な後発事象 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

1. 第1回無担保社債の発行について 

平成18年1月26日開催の当社取締役会において、第1

回無担保社債を発行することを決議し、平成18年2月

16日に発行いたしました。 

(1)社債の名称 

株式会社T&Cホールディングス（株式会社三菱東京

UFJ銀行保証付および適格機関投資家限定）第1回

無担保社債 

(2)発行金額    金1億円 

(3)発行価額    額面100円につき金100円 

(4)償還価額    額面100円につき金100円 

(5)利  率    年0.58％ 

(6)年  限    3年 

(7)償還方法    6ヶ月定時償還 

(8)利払方法    年2回（6ヶ月毎後払い） 

(9)払込期日(発行日)  平成18年2月16日 

(10)保  証   株式会社三菱東京UFJ銀行 

(11)事務代理人  株式会社三菱東京UFJ銀行 

(12)発行代理人  株式会社三菱東京UFJ銀行 

(13)支払代理人  株式会社三菱東京UFJ銀行 

(14)総額引受人   株式会社三菱東京UFJ銀行 

(15)振替機関   株式会社証券保管振替機構 

(16)振替法の適用   

平成18年1月10日以降に発行する社債の全部につい

て、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75

号)の規程の適用を受けることができるものとす

る。 

  (17)その他  

    上記各号の社債条件について、改定のある場合並

びに細部の決定がある場合は、決定権限を代表取

締役に一任する。 

 (18)資金の使途 

  運転資金 

 

1. 新株式の発行について 

平成18年12月４日及び平成18年12月13日開催の取

締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議

し、平成18年12月22日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成18年12月22日付で資本金は582,275千

円、発行済株式総数は12,726株となっております。 

(1) 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式による募集)  

(2) 発行する株式の種類及び数: 

普通株式    1,500株  

(3) 発行価格 ：１株につき  300,000円  

一般募集はこの価格にて行いました。  

(4) 引受価額 ：１株につき  277,500円  

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株

式払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。  

(5) 発行価額 ：１株につき  229,500円 

(資本組入額 138,750円)  

(6) 発行価額の総額 ： 344,250千円  

(7) 払込金額の総額 ： 416,250千円  

(8) 資本組入額の総額 ： 208,125千円  

(9) 払込期日 ：平成18年12月22日  

(10) 資金の使途 ：設備投資として68,000千円を、

借入金の返済及び社債の償還に281,000千円を充

当し残額を運転資金に充当する予定であります

が、当面の間は安全性の高い金融商品にて運用

する予定であります。 
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前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

2.  第2回無担保社債の発行について 

平成18年2月20日開催の当社取締役会において、第2

回無担保社債を発行することを決議し、平成18年2月

28日に発行いたしました。 

(1)社債の名称 

株式会社T&Cホールディングス（株式会社みずほ銀

行保証付および適格機関投資家限定）第2回無担保

社債 

(2)発行金額    金1億円 

(3)発行価額    額面100円につき金100円 

(4)償還価額    額面100円につき金100円 

(5)利  率    年0.85％ 

(6)年  限    3年 

 2.  重要な子会社の設立について 
  平成19年１月５日開催の取締役会の承認に基づき、

当社全額出資による子会社を平成19年１月８日に設
立いたしました。 

   (1）設立の目的  
金融アドバイザリー事業のうち、エンターテイン
メントに関するアドバイザリー業務を独立させ、
機動的なエンターテイメント投資業務を行うため

  (2) 会社の名称 
   T&C Pictures, Inc.  
    (3）事業内容 
   エンターテインメントに特化した金融アドバイザ

リー業務 
  (4) 資本金  500,000米ドル 
  (5) 所有割合 100％ 

(7)償還方法    6ヶ月定時償還 

(8)利払方法    年2回（6ヶ月毎後払い） 

(9)払込期日(発行日) 平成18年2月28日 

(10)保  証   株式会社みずほ銀行 

(11)事務代理人  株式会社みずほ銀行 

(12)発行代理人  株式会社みずほ銀行 

(13)支払代理人  株式会社みずほ銀行 

(14)総額引受人   株式会社みずほ銀行 

(15)振替機関   株式会社証券保管振替機構 

(16)振替法の適用   

上記社債は社債等の振替に関する法律（以下「社

振法」）第66条第2号に基づき、本社債の全部につ

いて社振法の規定の摘要を受ける。 

(17)その他 

上記各項に定めた他、一般に社債条件の改定があ

る場合には要件の一部を変更することおよび細目

の決定については、すべて代表取締役に一任す

る。 

(18)資金の使途 

運転資金 

 

 

 

3. 資金の借入について 

平成18年2月24日に(株)りそな銀行より100,000千円

の資金の借入を行っております。 

① 利率                 2.5% 

② 返済期限  平成19年1月31日 

③ 資金の使途       運転資金 

 

 

 

 

― 56 ― 



５. 生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 

  当社グループは製品の生産を行っていないため、記載すべき事項はありません。 

 

 (2) 受注実績 

当社グループは受注生産を行っていないため、記載すべき事項はありません。 
 

 

 (3) 販売実績 

  当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日)

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比

(％) 

投資情報提供事業 660,441 831,009 170,567 25.8

金融アドバイザリー事業 209,399 354,333 144,933 69.2

合計 869,841 1,185,342 315,501 36.3

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

    ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

T&C Capital, Ltd. 185,385 21.3 331,778 28.0

(株)QUICK 116,643 13.4 117,256 9.9

ロイタージャパン(株) 64,490 7.4 42,306 3.6
 
    ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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