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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年９月期 決算短信 

平成19年11月14日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年９月期の連結業績（平成18年10月１日～平成19年９月30日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年９月期 16,914 105.5 6,286 6.2 5,951 6.6 1,767 △45.4
18年９月期 8,231 234.1 5,921 266.1 5,581 255.2 3,235 256.1

 

 
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
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
19年９月期 1,484 29 1,395 39 7.1 7.8 37.2
18年９月期 14,354 40 12,458 52 22.9 16.1 71.9

(参考) 持分法投資損益  19年９月期 －百万円 18年９月期 －百万円 
 
(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
19年９月期 90,740 27,191 27.6 20,797 85
18年９月期 61,229 24,957 40.6 105,180 27

（参考） 自己資本  19年９月期 25,010百万円 18年９月期 24,887百万円 
 
(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
19年９月期 △10,000 △7,150 15,018 15,163
18年９月期 △24,266 △2,916 44,247 18,718

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年９月期 － 5,000 00 5,000 00 1,183 34.8 6.4
19年９月期 550 00 750 00 1,300 00 1,557 87.6 2.1
20年９月期 
（予想） 

165 00 165 00 330 00 20.4 

※ 会社の利益配分に関する基本方針（Ｐ８記載）に則り、一定の業績が得られた場合には、安定配当分に業績連動
分を加え、個別配当性向が40％となるように期末配当が支払われる予定 
 
３．20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
中  間  期 9,040 47.0 3,035 16.1 2,854 17.3 733 △40.0 602 36
通     期 17,607 4.1 7,139 13.6 6,853 15.2 1,991 12.7 1,614 45

 

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 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) 取締役管理本部長 （氏名）杉本 健 ＴＥＬ (03)5733－2121 
定時株主総会開催予定日 平成19年12月20日 配当支払開始予定日  平成19年12月21日
有価証券報告書提出予定日 平成19年12月21日  
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 無  
  
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 有  
 (注)詳細は、32ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 
  
(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月期 1,202,560株 18年９月期 236,622株 
 ②期末自己株式数 19年９月期 －株 18年９月期 －株 
 (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、56 ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 
 
（参考）個別業績の概要 
 
１．19年９月期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年９月30日） 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年９月期 7,287 △3.4 4,230 △27.3 3,731 △31.9 1,806 △44.1
18年９月期 7,544 206.2 5,815 252.5 5,480 241.7 3,234 247.6

 

 
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 

 円 銭 円 銭
19年９月期 1,516 90 1,426 04
18年９月期 14,349 40 12,454 18

 
(2) 個別財政状態 

 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
19年９月期 78,362 24,950 31.8 20,743 47
18年９月期 58,595 24,896 42.5 105,215 93

（参考） 自己資本  19年９月期 24,945百万円 18年９月期 24,896百万円 
 
２．20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
中  間  期 4,081 △12.6 1,988 △38.6 1,758 △38.4 833 △41.8 684 21
通     期 8,350 14.6 4,241 0.3 3,793 1.7 1,972 9.2 1,599 30

 

 

 

 

 

 

 

 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想
の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ｢１ 経営成績（１）経営
成績に関する分析｣をご覧下さい。 
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(参考)遡及修正した場合の１株当たり情報 
 当社は平成18年10月１日付で１株につき５株の割合で株式分割を行いました。株式分割が前年期首に行われた場合
の１株当たり情報を参考までに掲げると以下の通りであります。 
 
(1) 連結 

 １株当たり純資産額 
（平成18年９月期遡及修正後）

１株当たり当期純利益 
（平成18年９月期遡及修正後）

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

（平成18年９月期遡及修正後）
 円    銭 円    銭 円    銭 

平成19年９月期       20,797   85 1,484   29 1,395   39 

平成18年９月期 21,036   05 2,870   88 2,491   70 

 
(2) 個別 

 １株当たり純資産額 
（平成18年９月期遡及修正後）

１株当たり当期純利益 
（平成18年９月期遡及修正後）

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

（平成18年９月期遡及修正後）
 円    銭 円    銭 円    銭 

平成19年９月期 20,743   47 1,516   90 1,426   04 

平成18年９月期 21,043   19 2,869   88 2,490   84 
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１．経営成績 

 
（１）経営成績に関する分析 
 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移し、個人消費が堅調に推移するなど、息の長い景気拡大を続けま

したが、米国のサブプライムローン問題が平成19年６月頃から本格化し始め、これを端にした米国の金融市場における信用収縮や為

替市場の乱高下など、世界経済は不安定要素を増しました。 

 当社グループの属する金融業界においても、資金需要は継続しており、企業の成長資金を当社の主力であるストラクチャード･ファ

イナンスに求める需要も依然として継続しました。一方、米国のサブプライムローン問題に端を発した米国の金融市場の一時的な混

乱により、当社の開発型証券化における不動産そのものに対する国内の金融機関の融資姿勢もより安全性・収益性を重視し、投資案

件を厳選している姿勢がみてとれます。 

 このような状況下で、当社グループは開発型証券化のアレンジメントを収益獲得の源泉とし、特に不動産開発における建築確認取

得前のフェーズでの絶対的に資金拠出が不足する市場においてブリッジローンを提供することにより、建築確認取得後の建設資金の

ファイナンス・アレンジにつなげるという１つの案件から複数の収益機会を得るという循環を作りました。また、平成19年１月から

同年３月には、エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社の株式取得（出資比率 44.99％）を行ない連結子会社とし、外国為替

証拠金取引業務を行うエフエックス事業を開始しております。 

 しかしながら、中間期まで財務管理上の理由（買収資金への備えなど）によりプリンシパルファイナンス業務における投融資を控

えたこと、また、前述の世界金融市場の一時的な混乱により、平成19年９月において米系金融機関等からの資金拠出を前提とした２

件の大型案件を含む複数の大型プロジェクトファイナンス案件の組成が平成 19 年９月期末の実行予定日までに実行できなかったこ

となどにより、営業利益、経常利益及び当期純利益は予算に対して、大幅に減少することになりました。 

 この結果、連結売上高は16,914百万円（前連結会計年度比105.5％増）、連結経常利益は5,951百万円（前期比6.6％増）、連結当

期純利益は1,767百万円（前期比45.4％減）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 

 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、組成するスキームの中に信用補完（下記②ご参照）を付していない

案件から獲得する収益を計上しております。 

 アレンジメントにおいては、当社のストラクチャードファイナンス案件組成のスピード、顧客の特殊需要に対応可能なオーダーメ

イド型の対応により、大手銀行のサービスに比べ、優位性を維持しております。当連結会計年度においては、前連結会計年度におけ

る資金調達により、アレンジメントとプリンシパルファイナンスの両輪走行が可能となり、その相乗効果を発揮しました。また、こ

の効果を 大限にすべく、平成19年８月よりメリルリンチ日本証券株式会社とのジョイントベンチャーであるフィンテック プリン

シパル インベストメント株式会社（当社連結子会社）が事業を開始し、案件組成で障害になっている案件への資金拠出を、同社が行

うことにより当社のアレンジメント・フィーの獲得に寄与することを企図しました。しかしながら、前述に記載の金融市場の一時的

な混乱により、当社アレンジメントにおいても、米系金融機関等からの資金拠出を前提としていた大型プロジェクトファイナンス案

件組成が、実行予定日に組成できない事態となり、下半期の業績が予定に達しないことになりました。 

 この結果、当連結会計年度におけるアレンジメントの売上高は3,271百万円(前連結会計年度比12.4％減）、売上総利益は3,082百

万円（前連結会計年度比10.6％減）となりました。 

 

② 信用補完付アレンジメント 

 信用補完付アレンジメントとは、当社の組成するスキームにおいて、当社がスイスに設立したStellar Capital AG等に一定のリス

クを保証させることにより、融資を行う金融機関がより参加し易くなるような仕組のアレンジメントを行う業務をいいます。当連結

会計年度は、Stellarによる保証引受により４件の信用補完付スキームのアレンジメントを行いました。また、当社自身が保証を付け

るアレンジメントも行っております。 

 この結果、当連結会計年度の信用補完付アレンジメントの売上高は607百万円(前連結会計年度比35.4％減）、売上総利益は593百

万円(前連結会計年度比34.5％減）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、3,878百万円（前連結会計年度比17.0％減）、売上総利益

は3,676百万円(前連結会計年度比15.6％減）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2,375億円となりアレンジャー収益は3,878百万円、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1.63％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。当社がアレンジメント

をする案件によっては、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
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て培ってきた高度な分析力と資金力が備わってできる業務と考えております。アレンジャーとしてこの機能を持つことにより、オリ

ジネーター・資金提供者双方に対してリスクを共有するパートナーとして、案件に対するより高い信頼感を得る評価をいただいてお

ります。当連結会計年度については、上半期中に財務管理上の理由（買収資金への備えなど）でプリンシパルファイナンス業務にお

ける投融資を控えたことや、投融資先のＳＰＣが連結の範囲に含まれることで当該ＳＰＣからのフィー収入が連結上内部取引となり

相殺されることがあったため、投融資手続きを慎重に行ないました。また下半期においては、構造計算書偽造問題によって建築基準

法が改正され、建築確認取得までの期間が長期化、また既述のサブプライム問題の影響により、予定していた大型案件が組成できな

かったことで、想定していたローン手数料収入を計上できなかったことにより当初の計画していた予算を達成できませんでした。 

 なお、案件への融資の他、今期より案件実行のためのコーポレートローンの融資額が増えております。 

 連結子会社のフィンテック リアルエステート株式会社は、当社が組成する案件に対して匿名組合出資を実行いたしております。 

 クレジットカードのファクタリングを行っていた株式会社エーサップ・ペイメント・システムについては、本年9月に当社が保有

していた同社の株式及び同社に対する債権を全て第三者に譲渡しております。 

 

 この結果、当連結会計年度におけるプリンシパルファイナンス業務による売上高は2,929 百万円(前連結会計年度比4.7％増）、売

上総利益は2,295百万円(前連結会計年度比13.3％減）となりました。 

 

３）その他投資銀行業務 

 その他投資銀行業務には、アドミニストレーション業務に関する収益及び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の管理業務（キャッ

シュマネジメント業務等）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 グローバル証券株式会社は、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ナティブ

ファンドの販売を行っております。 

 なお、当連結会計年度よりコーポレートローン金利収入の重要性が増したため、従来「その他投資銀行業務」に計上しておりまし

たが、プリンシパルファイナンス業務での収益計上に変更しております。 

 この結果、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 177 百万円（前連結会計年度比 35.5％減）、売上総利益は 175

百万円(前連結会計年度比35.9％減）となりました。 

 

 以上の結果、当連結会計年度における投資銀行事業の売上高は6,985百万円（前連会計年度比9.8％減）、売上総利益は6,147百万

円（前連結会計年度比15.5％減）となりました。 

 

 

Ⅱ 再保険保証事業 

 当該事業においては、スイスに設立した保証会社であるStellar Capital AGが、当社の組成する信用補完付アレンジメント案件に

保証を供与しています。また、Stellar Capital AGの子会社として英国領バミューダに設立したCrane Reinsurance Limitedは、日

本国内の大手賃貸住宅管理会社が抱える入居者の家財保障等の再保険の引受を行っています。Stellar Capital AG については、｢信

用補完付アレンジメント｣に記載の通り、当連結会計年度において、４件の保証引受を行っております。また、余資の運用については、

一時的にサブプライム問題による金融市場、為替市場混乱の影響は受けましたが、通期の運用成績は順調でありました。 

Crane Reinsurance Limited は、引続き家財保障等の再保険の引受業務を行っております。昨年の保険業法の改正を受け、これに

合わせて、前期までに構築した再保険引受スキームの再検証を行って参りましたが、この中で一部スキームの再構築が必要となり、

現在の元受保険者である特定保険業者の少数短期保険業者への移行（平成20年４月まで）に対応するスキームについては現在再構築

中であります。 

株式会社イントラストは国内の大手賃貸住宅管理会社や地域大手賃貸住宅管理会社が自社ブランドの滞納家賃の保証会社を保有す

ることで、事業利益を享受するビジネスモデルを提案しております。当連結会計年度においては、大きな契約を締結するまでには至

らなかったものの大手賃貸住宅管理会社との提携に向け奮闘し、平成20年９月期に入り契約を結ぶにいたるなど、着実に前進してお

ります。 

 

 以上の結果、再保険保証事業の売上高は1,720百万円（前連結会計年度比261.2％増）、売上総利益は392百万円（前連結会計年度

比22.5％増）となりました。 

 

Ⅲ エフエックス事業 

 当事業は、平成19年４月１日より連結決算に収益を取り込んでおりますエフエックス・オンライン・ジャパン株式会社（以下、Ｆ

ＸＯ社という）が行うインターネットを使った外国為替証拠金取引事業であります。マーケティングの強化や６月に実施したスプレ

ッド縮小による顧客数増加に加え、７月から８月にかけての為替相場のボラティリティーが上昇したことにより、顧客の取引高が増

加しました。 

 以上の結果、当連結会計年度（６ヶ月間）におけるエフエックス事業の売上高は3,139百万円、売上総利益は3,139百万円となり

ました。なお、当事業については、ＦＸＯ社を当連結会計年度より連結しているため、前年同期比は示しておりません。 

 

Ⅳ 不動産関連事業 

 当事業においては、連結子会社のフィンテック リアルエステート株式会社が不動産の仲介手数料を売上計上しております。また、
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連結の範囲に含んでいるＳＰＣが保有している不動産の売却及び家賃収入を売上計上しております。当連結会計年度においては、連

結の範囲に含めていたＳＰＣが、その所有していた販売用不動産を売却したため、その売却額を含む3,658百万円を売上高に、2,569

百万円を売上原価に計上しました。しかしながら、当該ＳＰＣに対する当社グループの持分割合が０％のため、当期純利益に与える

影響はありませんでした。 

 以上の結果、不動産関連事業の売上高は5,069百万円、売上総利益は1,752百万円となりました。なお、前連結会計年度では当該事

業は｢その他事業｣と表示しております。 

 

（平成20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、前連結会年度から始まる３ヵ年の中期経営計画の２年目に当たり、人員の積極的な増員

と教育、財務体質・内部統制の強化、営業力強化のための組織変更など”中身充実”をテーマに体制整備を行い、中期経営計画３年

目の平成20年９月期において、さらなる業績拡大を目指して参りました。しかしながら、金融商品取引法の本格施行に伴う内部統制

への体制作りにまだ時間を要すること、人員増強でより教育の必要性が増していることなどにより、”中身充実”が十分とはいえな

い状況にあります。このため、平成20年９月期は引続き｢中身充実｣に向けた継続的な努力をしつつ、｢資金拠出者の多様化｣｢｢不動産

以外の新分野へのシフトに向けた基礎構築｣｢全社的なリスク管理｣に重点をおき、フィンテック グローバル グループらしい、イノベ

ーティブな事業に挑戦して参ります。子会社群につきましては、総じて平成19年９月期にグループマネジメント強化及び事業計画の

再見直しを実施しており、平成20年９月期も継続して経営資源の選択と集中を計っていく方針でおります。また、当連結会計年度に

おいては、２度の業績下方修正を行い、株主の皆様にご迷惑をおかけしたことや、金融環境、不動産市況が不透明感を増しているこ

とを踏まえ、中期経営計画 終期にあたる平成20年９月期においては、以下の基本的な考え方により、計画を策定いたしました。 

・本計画策定時点において、米国のサブプライムローン問題による米国の金融市場の流動性不足（信用収縮）が必ずしも終息したと

はいえず、金融市場の流動化不足が予想されます。一般的にはファイナンスアレンジメントの難易度が上昇し、実績を有する当社へ

の引合増加やアレンジメントフィーの増額化傾向が強まる反面、組成に係わる時間の長期化等に起因し、処理可能組成件数の減少が

想定されます。 

・不動産市況が今後不透明であることから、その投融資に関するリスクが増加する可能性が有ります。当社においても、投融資の審

査基準を大幅に保守化、案件の選別を厳しく行うことで、プリンシパルファイナンスの残高の伸びが抑制されることが想定されます。

一方で、資金供給者不足により金利を引き上げることが可能になり収益性が高まることも想定されます。 

・業績の下方修正を回避する為に、多額の資金調達を伴うアレンジメント難易度が高い大型案件(前期未実行分を含む)、及び収益額

の予測が困難である不動産へのエクイティー投資などは収益予想に組入れない方針です。 

・収益構造の多様化・安定化を目指す為に、不動産案件より収益性は低くなるものの、これまで積極的に取り組めなかった不動産以

外の新分野や当社の得意とする｢金融と保険の融合｣分野である｢信用補完業務｣分野等に、経営資源を配分して参ります。 

 

 以上の考え方により、平成20年９月期における通期の連結業績は、連結売上高17,607百万円、連結経常利益6,853百万円、連結

当期純利益1,991百万円を見込んでおります。事業の種類別セグメントの見通しは以下の通りであります。 

 

Ⅰ 投資銀行事業 

 過去のアレンジメント実績は、平成18年９月期2,622億円、平成19年９月期2,375億円でありましたが、平成19年９月期につい

ては、期末までに完了を予定していた大型案件を考慮に入れると、概ね3,800億円程度の水準であったと想定されます。平成20年９

月期においては、大型案件は予算に組み入れないこと、またアレンジメント難易度上昇による組成期間長期化で処理可能組成件数の

減少が見込まれることから、約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

用補完付アレンジメントフィーを含む）の料率は、平成18年９月期1.79％、平成19年９月期1.63％でありますが、難易度上昇によ

るアレンジメントフィー増額化傾向も予想される為、今後は約1.63％維持を見込みアレンジメントフィー（信用補完付アレンジメン

トフィーを含む）を平成20年９月期4,976百万円と予想しております。 

 平成19年９月期末現在における投融資の内訳は、営業貸付金426億円、営業投資有価証券39億円となっており、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。）。平成20年９月期においては、サブプライム問題の影

響による金融市場の後遺症が残っていると判断し、平成19年９月期の投融資実績をベースとして原資を約410億円と見込み、そのう

ち350億円を平均投融資額と想定し、32億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。 

 その結果、当社グループにおける平成20年９月期の投資銀行事業の連結売上高は8,555百万円、連結経常利益は3,793百万円を見

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付アレンジメント案件の保証引受から得る収益を、株式会社イントラストでは

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。信用補完付アレンジメントにおいては、金融情勢及び不動産市況の不透

明性を受け、案件選別は強まることにより平成 19 年９月期の実績維持ベースになるものと判断されます。また 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るこ

とを主業としております。保険業法改正により現在の元受保険者である特定保険業者の少額短期保険業者への移行が進んでおります。

これに合わせて、前期までに構築した再保険引受スキームの再検証を行って参りましたが、この中で一部スキームの再構築が必要と

なり、その対応上、既存顧客である特定保険業者からの新規契約を一旦停止せざるを得ないことが明らかになりました。再構築した

新スキームによる引受開始は平成20年４月１日を目標としておりますが、現時点でスケジュールを確定するまでには至っていないた

め、平成20年９月期は、再保険の業績予想について売上は見込んでおりません。なお、会計上、保険料は契約保険期間に応じて按分

され、毎月利益計上はされておりますので、当連結会計年度においても既保険契約分から一定の利益が確保されます。株式会社イン

トラストにおいては本年10月に締結した賃貸管理業界大手との業務提携を足がかりに平成20年９月期には単年度黒字になる見込み
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であります。 

その他、保証事業に関するパイロットプログラムの立ち上げに伴い、一定のコスト増を見込んでおります。 

 その結果、平成20年９月期における再保険保証事業の連結売上高は516百万円、連結経常損失は20百万円を見込んでおります。 

 

Ⅲ エフエックス事業 

 平成20年９月期においても引続き外国為替証拠金取引市場は成長が見込まれており、新規競合相手の参入、既存競合相手のサービ

ス拡充等で競争環境はますます厳しさを増すものと思われます。本事業の高収益性基調に変化はないものの、競争相手との差別化を

はかるマーケティング等の営業費用及び内部体制強化にかかる諸経費の増加を予想しており、その結果、平成20年９月期におけるエ

フエックス事業の連結売上高は6,471百万円、連結経常利益は2,707百万円を見込んでおります。 

 

Ⅳ 不動産関連事業 

この事業は、不動産仲介料、連結会計処理をしているＳＰＣからの賃料や所有不動産売却に関する収益を計上します。収益について

は、案件の有無、不動産市況に左右され、投資銀行事業における開発型証券化のアレンジャー業務の派生的な性質であることから計

画的な収益計上が困難であります。また売上高については、物件の所有形態が匿名組合出資であるか現物所有であるかにより計上基

準が違うため、大きく変動する可能性があります。平成20年９月期においては、現時点で読み込み可能な案件のみで、確実性の見込

めない案件については除外した結果、連結売上高は2,064百万円、連結経常利益は363百万円を見込んでおります。 

 

＜当連結会計年度の見通しに関する留意事項＞ 

   尚、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、弊社が現在入手している情報及び合理的であると判断する

一定の前提に基づいておりますが、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 

 

 

（２）財政状態に関する分析 
＜資産、負債、純資産＞ 

 当連結会計年度末における資産・負債・純資産の状況は下記のとおりであります。 

①流動資産 

 当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末より23,672百万円増加し、82,248百万円となりました。これは主として、

プリンシパルファイナンス業務での投融資により営業投資有価証券が4,132百万円、営業貸付金が11,048百万円それぞれ増加したこと

並びにエフエックス事業に係る預託金が10,214百万円増加したことによるものであります。 

②固定資産 

 当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末より5,838百万円増加し、8,491百万円となりました。これは主として、Ｆ

ＸＯ社の株式取得などによりのれんが6,607百万円増加したことによるものです。 

③流動負債 

 当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末より21,322百万円増加し、35,350百万円となりました。これは主として、

ＦＸＯ社の顧客預り金が9,992百万円、短期借入金が8,021百万円、一年以内返済予定長期借入金が7,099百万円それぞれ増加したこ

とによるものです。 

④固定負債 

 当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末より5,956百万円増加し、28,198百万円となりました。これは主に、第３

回無担保転換社債型新株予約権付社債について、平成18年11月に全額繰上償還を行い、20,000百万円減少しました（短期借入金20,000

百万円を償還資金に充当）が、平成19年２月に2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し22,170百万円増加したこ

とによるものです。また、ＦＸＯ社の株式取得資金等により長期借入金が2,315百万円増加しております。 

⑤純資産 

 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末より2,233百万円増加し、27,191百万円となりました。これは主に、ＦＸＯ

社等の少数株主持分が2,105百万円増加したことによるものです。 

 

 以上の結果、当連結会計年度末における総資産は90,740百万円、負債は63,549百万円、純資産は27,191百万円となり、自己資本

比率は27.6％となりました。 

 

＜キャッシュ・フロー＞ 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、｢資金｣という）は、15,163百万円（前連結会計年度比3,554百万円の減少）

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、10,000 百万円（前連結会計年度比14,265 百万円の増加）となりました。これは主に、主に営業貸

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残高が順調に増加したことにより6,000百万円、たな卸資産

の増加により6,071百万円が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、7,150 百万円（前連結会計年度比4,233 百万円の減少）となりました。これは主に、これは主に新

規連結子会社の取得による支出7,452百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
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 財務活動による資金の増加は、15,018百万円（前連結会計年度比29,228百万円の減少）となりました。 

これは主に社債発行による収入22,058 百万円により20,200 百万円の社債の償還を行い、7,577百万円の長期借入金の返済に対して

長期及び短期借入金により22,059百万円を調達したことによるものです。 

 

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 

自己資本比率 44.85％ 42.6％ 40.6％ 27.6％

時価ベースの自己資本比率 －％ 968.6％ 195.1％ 46.8％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 128.3％ －％ －％ －％

インタレスト・カバレッジ・レシオ  173.93倍 －倍 －倍 －倍

 （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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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・平成19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。 

    ４ 平成19年９月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率の有利子負債には、平成19年２月発行のユーロ円建転換社債

型新株予約権付社債22,170百万円はゼロクーポンでの発行のため含まれておりません。 

 

（３）会社の利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 経営基盤の強化と拡大する事業を迅速かつ確実に捉えるために、十分な内部留保金を維持することを留意しつつ、株主の皆様に利

益を還元することが配当政策上重要であると考え、業績の状況や将来の事業展開などを総合的に勘案して配当することを基本といた

します。従来、配当性向については個別当期純利益の40％程度を目処としてきました。しかしながら、平成19年９月期の期末配当に

つきましては、平成19年９月期中に予定していた大型プロジェクト案件の実行の成否が、平成19年９月21日の当社株式の期末配当の

権利付 終売買日までに確定しなかったため、事前に配当予想の修正についてのお知らせができない状況でありました。このような

特殊な事情を勘案し、今回の期末配当については、当初よりお知らせしております通り１株当たり750円とし、中間配当の１株当たり

550円と合わせて１株当たり年間配当金1,300円といたしました。 

平成20年9月期からは、予想当期純利益の20％相当を安定配当部分とするとともに、一定の業績が得られた場合には、安定配当部分に

業績に応じた利益還元分（業績連動部分）を加え、 終的な配当性向が40％となるように利益還元を行ってまいります。個別当期純

利益の40％を安定配当部分の総額が超過した場合には、安定配当部分のみといたします。また、安定配当部分については、中間配当

及び期末配当の年２回の方針を維持致し、中間配当は安定配当部分のみ、期末配当は安定配当部分に業績連動部分を加算いたします。

ただし、業績連動部分については、平成20年９月期の業績予想を基準としておりますので、想定外の特殊要因による業績変動があっ

た場合には、業績、経営成績等を考慮して修正することがあります。 

 また、内部留保資金につきましては、今後の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いたします。 

 

（４）事業等のリスク 
 以下に、当社グループ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19年11月14日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 事業拡大に対する組織的な対応について 

 当社グループは、平成19年９月30日現在において、従業員129名（その他、臨時従業員、派遣社員11名）となっており、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、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、採

用した人材を教育していく体制が十分に整備できない場合、または組織が急拡大して管理体制が追いつかない場合には、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、法的規制を受けているまたは受

ける可能性があります。特に金融商品取引法については、これが適用されるストラクチャリングにおいては、スキーム参加者に金融
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商品取引業者としての登録等が必要とされる場合があるためストラクチャリングが困難となる事案が発生する可能性や、従来よりも

費用と時間を要する事案が発生する可能性があります。そして、今後の立法・行政の一環として行われる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、

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関

連の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、査察が入ることによる時間的ロスに加えて当社グループが罰金、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。 

 旧信託業法第86条第１項に基づき信託受益権販売業者として登録を受けていた当社は、「証券取引法等の一部を改正する法律」付則

第200条第１項により「金融商品取引法」第29条に基づいて第二種金融商品取引業者としての登録を受けたものとみなされ（登録番号：

関東財務局長（金商）第1469号）、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一定の金融商品取引行為を行っております。

金融商品取引業の登録には、法律上有効期間の定めはなく更新は不要となっておりますが、「金融商品取引法」第29条の４に登録拒否

事由が、第52条に登録取消や業務停止命令の対象となる事由が定められており、登録取消や業務停止命令があった場合には、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。なお、現時点において、当社は登録拒否事由又は登録取消

等の事由に該当する事実はないと認識しております。 

 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(２)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19年４

月28日から平成22年４月28日となっております。そして、「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。また、当社の連結子会社で、フィンテックプリンシパ

ルインベストメント株式会社（登録番号：東京都知事(１)第29731号）が平成17年11月30日から平成20年11月30日まで貸金業者登録を

受けており、同様に、株式会社FGIプリンシパル(登録番号:東京都知事(1)29399号)が平成17年６月30日から平成20年６月30日まで貸

金業者登録を受けております。 

 さらに、当社は「宅地建物取引業法」第３条第１項に基づき宅地建物取引業者免許（登録番号：東京都知事(１)第88189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宅地建物取引業務を行っており、現在当社が受けている免許の有効期間は平

成19年９月15日から平成24年９月14日となっております。そして、「宅地建物取引業法」第５条に免許拒否事由が、第66条及び第67

条に免許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、当社はこれらの免許拒否事由又は免許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）の拒否又は免許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。た、当社の連結子会社で、フィンテックリアルエステ

ート株式会社(免許証番号：東京都知事（1）第84063号)が宅地建物取引業者免許を受けており、免許の有効期間は平成17年1月22日か

ら平成22年１月21までとなっております。 

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、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及び同法第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。また、平成18年12月20日の定時株主総会の特別決議及び平成19年６月１日の取締役会の決議に

基づき、当社の従業員に対して、会社法第236条、第238条、第239条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19年10月31日現在における発行済株式総数1,202,560株に対し新株引受権及び新株予約権（ストック・オプション）に

よる潜在株式数は61,190株となっております。この新株予約権等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」等に基づき、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。 

 また、当社は平成19年２月に2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、｢ユーロ円建ＣＢ｣という）（額面金額総

額22,170百万円）を発行しております。本ユーロ円建てＣＢに関しては、時価を上回る転換価格の設定により１株当たり利益の希薄

化を 小限に抑えつつ、120％の転換制限条項を付加し新株予約権の行使を抑制しておりますが、本ユーロ円建てＣＢに付されている

新株予約権が行使され場合、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。なお、平成19年10月31日現在における発行済株

式総数1,202,560株に対し本ユーロ円建ＣＢに付された新株予約権行使による潜在株式数は139,785株となっております。 

 その他、連結子会社が新株予約権を発行しております。 
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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。 

 

項 目 

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) 

第13期 

(平成19年 

９月期） 

連結経営指標等   

売 上 高(千円) 195,255 945,051 2,463,575 8,231,713 16,914,147 

経常利益または 

経常損失(△) 

(千円) 

△20,168 462,594 1,571,190 5,581,091 5,951,671 

当期純利益 

または 

当期純損失(△) 

(千円) 

△72,486 352,937 908,659 3,235,755 1,767,784 

純 資 産(千円) △9,773 663,164 3,427,073 24,957,929 27,191,098 

総 資 産(千円) 135,931 1,478,601 8,042,288 61,229,108 90,740,474 

従業員数 

〔外、平均臨時 

雇用者数〕(名) 

８ 

〔１〕 

11

〔２〕

30

〔４〕

55

〔６〕

129 

〔11〕 

個別経営指標等   

売 上 高(千円) 195,255 945,051 2,463,575 7,544,427 7,287,612 

経常利益または 

経常損失(△) 

(千円) 

△21,609 463,834 1,603,975 5,480,380 3,731,105 

当期純利益 

または 

当期純損失(△) 

(千円) 

△73,223 354,215 930,533 3,234,627 1,806,623 

資 本 金(千円) 230,385 550,385 1,303,735 10,624,769 10,736,448 

純 資 産(千円) △10,558 663,657 3,449,440 24,896,403 24,950,236 

総 資 産(千円) 137,501 1,480,205 8,015,569 58,595,137 78,362,938 

従業員数 

〔外、平均臨時 

雇用者数〕(名) 

８ 

〔１〕 

11

〔２〕

23

〔４〕

42

〔６〕

78 

〔８〕 

 

（注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

   ２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員、派遣社員の年間平均雇用人員数であります。 

 

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

役会長であった藤井の実質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、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。第12期は、再保険保証事業を開始するとともに、投資

銀行事業においては資金調達力の劇的な増進によりプリンシパルファイナンス業務が著しい進展をとげ、第13期はエフエックス・オ

ンライン・ジャパン株式会社の株式を44.99%取得し、エフエックス事業を開始しましたが、予定していた開発型証券化アレンジメン

トの大型案件の組成が第13期中に実行できなかったことにより、連結業績は増収減益、個別業績は減収減益となっております。さら

に、「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）

が公表されたことに伴い、これまで連結の範囲に含まれなかった当社のアレンジメントのスキームで使用するＳＰＣが連結の範囲に
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含まれることにより、当社の財務諸表に大きな影響を与える事象も発生しております。また、当社の属する金融業界においては絶え

ず新しい金融商品やスキームを生み出すことが要求され、これが当社グループが発展するための鍵となっております。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。また、当社のビジ

ネスモデルは日本では比較的新しく、まだ実証されておりませんので、今後も売上が増加し高い収益性を維持し続けられるという保

証はありません。また、開発型不動産証券化案件のアレンジメントにおいては、大型案件の有無により業績が大きく左右される場合

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グループ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。さらに開発型不動産証券化において、当社がアレンジする物件の建設途中に、環境有害物質や有毒物質、遺跡が発見されるこ

とは、当該建物の完成に遅れを生じさせる要因となります。これらのことが、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

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グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

 

⑦ プリンシパルファイナンスについて 

 当社グループのプリンシパルファイナンスは当社グループ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。さらに、取引におけるポジション次第では、業界の景気動向が一般的に良好な

場合であっても、損失を生む可能性があります。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） 

平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期  

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 

新規実行 2,693 6,526 37,340 31,720 26,438 45,182

売却・リファイナンス・ 

アービトラージ 
39 4,074 5,344 39,617 24,558 31,882

営業貸付金 3,295 5,747 37,743 29,846 31,726 45,026

※なお、連結貸借対照表上では営業貸付金、営業投資有価証券に分けて計上しております。 

 流動性および迅速な資金調達は、当社グループのプリンシパルファイナンス業務において必要不可欠な要素です。流動性の確保が

不十分な場合、顧客および取引相手先が当社グループとの取引を行わなくなる可能性があります。当社は歴史が浅いため、銀行から

の借入には限界があります。また、当社グループは、市場の混乱、当局による監視強化およびその他の理由による不動産に対する銀

行の多額の融資傾向の沈静化、顧客または第三者に影響を及ぼす運営上の問題等の発生により、流動性を失う可能性があります。 

 

⑧ 競合について 

 一般論といたしまして当社グループ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が業務を拡充し当社グループの特化された事業分野に参入してきた場合、または当社グループと

同様のサービスを提供する新規のブティック型インベストメントバンクが、当社の退職者等の専門知識を有するものにより設立され

た場合、その他事業会社が新規参入し「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グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑨ 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。 

 

⑩ 新規参入の再保険保証ビジネスに関するリスク 

 当社グループは、当社グループが組成する案件の中に潜むリスクの保証(信用補完)、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。信用補完および保険の引受に関するリスクは、アレンジメント業務によ
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り発生するリスクよりもはるかに大きいものとなります。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、また、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。 

 

⑪ 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。 

 また、当社グループは、ストラクチャードファイナンス事業を不動産以外の業界へも広げようと計画しています。他業界への進出

の成功は、各業界のストラクチャードファイナンス需要を的確に認識する能力にかかっているといえます。不動産以外の業界への進

出が失敗した場合、当社グループの経営成績および財務状況に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑫ エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社の株式取得に伴い発生する営業上および財政上のリスク 

 平成19年１月及び平成19年３月、当社はエフエックス・オンライン・ジャパン株式会社（以下、「ＦＸＯ社」という。）の株式取

得を行い、連結子会社といたしました。ＦＸＯ社は平成14年に設立された新興の未上場会社で、リテール向けにオンライン取引によ

る外国為替証拠金取引サービスを提供しています。ＦＸＯ社のリテール対象のオンライン取引を基盤とするビジネスは、大きな成長

潜在力を有するものと思慮しておりますが、その一方、当社グループがＦＸＯ社に投資した金額が当社グループの事業規模に比して

多額であることから、以下の通り、ＦＸＯ社の事業がグループの事業全体に重大な悪影響を与える可能性があります。 

１） ＦＸＯ社は当社の連結子会社となりましたが、当社が取得したＦＸＯ社の株式数は議決権を有する発行済株式総数の過半数

に満たないため、当社はＦＸＯ社の経営権を握らず、関連契約に定める条件の下、ＦＸＯ社の創立メンバーである株主が引き続き経

営権を維持します。また、当社がＦＸＯ社に対して行った多額の投資にも関わらず、ＦＸＯ社の事業は当社が当初期待していた通り

に運ばない可能性があり、当社が期待する投資利益に到達することができない可能性があります。 

２) ＦＸＯ社の株式取得にあたり、当社グループは約70億円をのれんとしております。これは、ＦＸＯ社の株式取得額からＦＸ

Ｏ社の純資産額を差し引いた額であり、当社はこれを５年間で償却していきます。当社グループは、ＦＸＯ社がこの５年間、償却額

を上回る収益をあげるものと予想しておりますが、それは保証されているものではなく、ＦＸＯ社の事業が計画通りに進行しない場

合、当グループはその時点で償却されていない額の全部または一部を損失として計上する可能性があり、これにより、当社グループ

の業績に重大な悪影響を与えることになる可能性があります。 

３） ＦＸＯ社の事業のリスクとしては、平成14年に設立後新しく革新的なビジネスモデルにより急速な成長をしてきましたが、

同社のコーポレートガバナンス構造(内部統制システムを含む)は、同社の急速なビジネス拡大と同様に開発途中といえます。このた

め、同社のコーポレートガバナンス強化や人材の採用により多額の費用が発生する可能性があり、また、これに失敗した場合に当局

による規制措置がとられる可能性があります。 

また、ＦＸＯ社はリテール対象のオンライン取引サービスの提供をしており、日本の法律で保護されている個人情報等の多様な機

密情報の取り扱いが発生します。これらの法律および規則に違反した場合(個人情報取扱い上のミスも含め)には規制措置の対象とな

り、企業の評判を著しく害する可能性があります。更に資本関係のないサービスプロバイダー(ハードウェアおよびソフトウェア)へ

の依存度が高いため、これらのサービスプロバイダーが今後も継続的および的確なサービスを提供しない場合には重大なダメージを

受ける可能性があります。 

営業面では順調に顧客数を増加させておりますが、急激な為替の変動によって顧客に大きな損失が発生して、顧客基盤が崩れる可

能性があります。 

 

⑬ 財務制限条項等について 

 当社の金融機関からの借入金の一部については、各年度の中間決算期末又は決算期末における単体及び連結の貸借対照表における

純資産の部の金額や、各年度の年度決算における単体及び連結の損益計算書の経常損益等を基準とした財務制限条項等が付加されて

おり、それに抵触した場合には、請求により期限の利益を喪失いたします。この場合においては、当社の他の借入等についても制限

の利益を喪失し、直ちに全額を返済しなければならなくなる可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

 また平成19年２月に発行した2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、｢本新株予約権付社債｣という）額面合

計22,170百万円につきましては、一定の債務不履行事由が生じた場合、本新株予約権付社債の受託者はその裁量によって本新株予約

権付社債をただちに償還すべき旨を決定し通知することができ、また一定の債務不履行事由が生じた場合で残存する本新株予約権付

社債の額面価額の４分の1以上を保有する社債権者による本新株予約権付社債の期限の利益の喪失の決定の通知を要請された場合、

又は、債権者による臨時決議によりそのようにするよう指示された場合は、受託者は本新株予約権付社債の期限の利益の喪失の通知

を当社へ行わなければなりません。以上の決定及び通知を受けた場合には、当社は直ちに全額を期限前償還しなければならなくなる

可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑭ 有利子負債への依存 

 当社グループは、プリンシパルファイナンス業務を行う際の資金の一部を、金融機関からの借入金により調達しており、有利子負

債の総資産に対する比率は平成18年９月末は52.0％、平成19年９月末で53.3％と年々増加傾向にあります。これは、プリンシパル

ファイナンス業務が当社が上場前より行ってきたアレンジャー業務と両輪となり、収益の柱となってきたことに起因しております。

従って、現在の金利水準が変動した場合には当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありますが、当社グループの

プリンシパルファイナンス業務における貸出金利の上昇にもつながる可能性もあり、必ずしも悪影響になるとは限りません。また、

今後の借入金が計画通りに調達できない場合には、事業運営において影響を与える可能性があります。今後、当社グループとしては、

資金調達手段の多様化に積極的に取り組んでいく方針であります。 
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２．企業集団の状況 

 

 当社グループは、当社、連結子会社23社及び非連結子会社４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 グローバル証券株式会社は、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ナティブフ

ァンドの販売を行っております。 

 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、国内の大手賃貸住宅管理会社及び地域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 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。 

 スイスに所在するStellar Capital AGは、当社が組成する信用補完案件の保証引受業務及び上述の株式会社イントラストの滞納家賃

保証や原状回復保証における 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。 

 エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社は、平成19年１月及び同年３月に当社が同社の発行済株式の44.99％を取得し連結子

会社となりました。同社はインターネットを使った外国為替証拠金取引業務を行っております。 

 

 当社グループの事業系統図は、次頁の通りであります。 
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出資

プリンシパルファイナンス業務 
フィンテック  グローバル 

フィンテック  リアルエステート 
フィンテック プリンシパル インベストメント 

FGIプリンシパル 

アレンジャー業務 
フィンテック グローバル 

その他投資銀行業務 
フィンテック  グローバル 

フィンテック  グローバル証券 
 

投資銀行事業 

再保険保証事業 Stellar 
 Capital AG 

（信用補完業）

イントラスト 
（賃貸保証） 

（再保険保証業務） 
Crane Reinsurance  

Limited 

（再保険業） 

大手保険会社 

 

全国の賃貸住宅管理会社 

家賃保証
サービス 

再々保険料 

火災保険等
保険サービス 

・保険金 
特定保険業者 

からの再保険料 

賃貸管理会社が作った 
保証会社からの再保証料

特定保険業者 保証会社

保険金 

再々保証料 
家賃保証枠

提供 

一般事業法人 

ディベロッパー 

不動産ファンド 

アレンジャー 

（金融機関など） 

アセット 
マネジメント会社 

クライアント

 

金融プロダクツ 

（証券化商品） 

金融機関 

投資家 
投資・

融資 

投資・融資 

アレンジメント 融資、匿名組合出資 組成プロダクツの媒介等 

信用補完提供 

 
フィンテック  リアルエステート 

フィンテック グローバル 

不動産関連事業 
賃料収入、
仲介手数料 

 
エフエックス・オンライン・ジャパン 

（インターネットを使った 
外国為替証拠金取引業） 

エフエックス事業 

フィンテック グローバル

（信用補完業） 
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３.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、エフエックス事業、不動産関連事業の４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又は投資家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 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付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 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。 

 エフエックス事業では、エフエックス・オンライン・ジャパンがインターネット等を使った外国為替証拠金取引事業を行っておりま

すが、将来的には当社グループが生み出す金融プロダクトを証券子会社等を介して個人投資家層に販売する構想を持つ当社にとって、

同社がＩＴ技術を駆使した個人インターネット取引に必要な管理ノウハウや技術知識を有していることから、当社の事業基盤の確立さ

せることに寄与すると考えております。 

 不動産関連事業では、主に当社グループのフィンテック リアルエステートが不動産の仲介・売買・賃貸を行っております。当社は開

発型証券化のアレンジメント過程において発生する、不動産に関しての収益機会を取り込んで参ります。 

 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）目標とする経営指標 
 平成20年９月期より当社グループの目標とする経営指標は、多様化したグループ事業や会計処理方針の変更などを考慮してROE（株

主資本利益率）及びデットエクイティレシオ（負債株主資本比率）に変更しました。ROE については従来同様、「金融技術」或いは「金

融ノウハウ」の提供という付加価値の高く収益性が高いアレンジメントフィーを獲得することを中心に利益率の向上に努め、資金調達

の多様化及び営業貸付金債権の流動化等により投融資回転率を高めてプリンシパルファイナンス業務を強化することで、中長期的に

15％を目標とする方針です。デットエクイティレシオ（負債株主資本比率）については、従来の目標経営指標であった自己資本比率に

代わる安全性の経営指標として、業容やリスク量の変化に応じて適切な水準を維持する予定です。 

 

（３）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

がデベロッパーのニーズに則しており強い支持を受けております。 

 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。 

 当社人員の拡充及び教育・研修によるレベルアップによりアレンジメント処理能力を向上させ、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を行いながら、リスク・リターンを十分に考慮して案件選別を行って参ります。 

 大型案件を主力とした営業展開から、確実な中・小型案件を積み上げ、及ぶ顧客層の拡大を意識した営業展開を行って参ります。 

 

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 

 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ますが、人的資源・資金資源などの経営資源を積極的に新規プロ

ダクツの開発・新たなるヒット商品を生み出し経営・業績の安定化を目指します。特に、当社が得意とする「金融と保険の融合」分野

である「信用補完業務」分野に経営資源を配分して参ります。 

 

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。 

 これまで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。

今後は、平成19年９月期のサブプライム問題に端を発した金融収縮で大型案件を組成できなった反省も踏まえ、従来のレンダーのみな

らず海外も含めた投資家からの直接資金拠出や、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）等で、総資
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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 再保険保証業事業について 

 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 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、バミューダに設立した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ることを主業とし

ておりますが、、保険業法改正により再保険引受の新スキームについて平成 20 年４月１日を目指して再構築しておりますが、早急に新

スキームを構築して、少額短期保険業者へ移行する既存の顧客を確保することに注力します。 

 

（４）会社の対処すべき課題 
① 資金拠出者の多様化と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 

 アレンジメント業務においては、安定したレンダー確保が必須事項であり、平成19年９月期のサブプライム問題に端を発した金融

収縮で大型案件を組成できなった反省も踏まえ、従来の金融機関のみならず海外も含めたメザニン及びエクイティの投資家からの直

接資金調達できるシステム構築を目指します。また、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、プリンシパルフ

ァイナンス債権の証券化が遅れておりましたが、平成19年９月期下半期より実績が計上できるような体制になりつつあります。当期

において体制を一層強化して積極的に推進し、当社グループの投融資資金の効率化を図り、ROEの向上を目指します。 

 

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を主力としながらも、人的資源・資金的資源などの経営資源も投入し、積極的なR&D（研

究開発）を行い、加速的な商品化を企図いたします。特に、当社の得意分野である「金融と保険の統合」分野である「信用補完業務」

分野に注力します。 

 

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ではあるものの、現有人員のOJT

によるレベルアップ、当社の核となるシニアなど中堅層の人材育成に注力し、当年度はイノベイティブでチャレンジ精神の旺盛な厳

選された人材を16名程度（新卒採用含む）採用する方針です。 

 

④ グループ会社について 

 平成19年９月期の下半期方針と同様、当期においてもグループマネジメントの強化継続と事業計画の再検討を行い、経営資源の有

効活用を目指し、スクラップ＆ビルトを行います。 

 

⑤ リスク管理について 

 当期より、リスク・リターンの計量化によるリスク管理を取入れ、金融・不動産環境の変化に対応できるようになりました。また

各本部にて個別管理されている様々なリスクを統合的に管理することで、経営の安定化と業績の安定化を計ります。 
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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18年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成19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 18,907,675 15,263,735  △3,643,940

  ２ 預託金 ※8 － 10,214,673  10,214,673

  ３ 売掛金  13,525 5,962  △7,562

  ４ 営業投資有価証券  439,512 4,571,706  4,132,193

  ５ たな卸資産 ※2・6 8,586,337 5,864,266  △2,722,071

  ６ 営業貸付金 ※2 29,406,589 40,454,941  11,048,352

  ７ 繰延税金資産  255,642 361,119  105,476

  ８ その他  1,055,236 5,663,891  4,608,654

    貸倒引当金  △88,219 △151,409  △63,189

 流動資産合計  58,576,299 95.7 82,248,886 90.6 23,672,587

 Ⅱ 固定資産    

  １ 有形固定資産    

    (1)建物  65,822 131,872   

     減価償却累計額  △17,236 48,585 △16,810 115,061  66,475

    (2)器具及び備品  33,872 196,917   

     減価償却累計額  △13,986 19,885 △44,154 152,763  132,877

    有形固定資産合計  68,471 0.1 267,825 0.3 199,353

  ２ 無形固定資産    

    (1)のれん  － 6,607,272  6,607,272

    (2)その他  103,735 59,454  △44,280

    無形固定資産合計  103,735 0.2 6,666,727 7.4 6,562,992

  ３ 投資その他の資産    

    (1)投資有価証券 ※1 2,189,412 1,135,810  △1,053,602

    (2)敷金保証金  201,362 296,702  95,339

    (3)繰延税金資産  － 22,508  22,508

    (4)その他  89,827 102,014  12,186

    投資その他の資産合計  2,480,602 4.0 1,557,035 1.7 △923,567

    固定資産合計  2,652,808 4.3 8,491,587 9.4 5,838,778

    資産合計  61,229,108 100.0 90,740,474 100.0 29,511,366
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前連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成19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  51,119 68,804  17,684

  ２ 短期借入金 ※2・6 6,330,500 14,351,700  8,021,200

  ３ 営業借入金 ※2 3,094,325 －  △3,094,325

  ４ 一年以内返済予定長期借入金  173,056 7,272,056  7,099,000

  ５ 未払金  74,156 302,620  228,463

  ６ 未払費用  144,153 188,121  43,968

  ７ 未払法人税等  2,304,894 1,237,985  △1,066,909

  ８ 未払消費税等  177,970 23,156  △154,813

  ９ 賞与引当金  80,000 266,295  186,295

  10 顧客預り金 ※9 － 9,992,733  9,992,733

  11 その他  1,598,400 1,647,280  48,880

 流動負債合計  14,028,576 22.9 35,350,755 38.9 21,322,178

 Ⅱ 固定負債    

  １ 新株予約権付社債  20,000,000 22,170,000  2,170,000

  ２ 長期借入金 ※2・6 2,216,492 4,532,140  2,315,648

  ３ 繰延税金負債  7,525 216,128  208,603

  ４ 退職給付引当金  4,335 20,331  15,996

  ５ その他  14,250 1,260,020  1,245,770

 固定負債合計  22,242,602 36.3 28,198,620 31.1 5,956,018

    負債合計  36,271,178 59.2 63,549,376 70.0 27,278,197

 （純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本    

  １ 資本金  10,624,769 17.4 10,736,448 11.8 111,678

  ２ 資本剰余金  10,351,900 16.9 10,351,900 11.4 －

  ３ 利益剰余金  3,882,974 6.3 3,939,480 4.4 56,505

 株主資本合計  24,859,644 40.6 25,027,828 27.6 168,183

 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 △17,163 △0.0 △45,485

    評価・換算差額等合計  28,321 0.1 △17,163 △0.0 △45,485

 Ⅲ 新株予約権  － － 4,974 0.0 4,974

 Ⅳ 少数株主持分  69,963 0.1 2,175,458 2.4 2,105,494

    純資産合計  24,957,929 40.8 27,191,098 30.0 2,233,168

    負債純資産合計  61,229,108 100.0 90,740,474 100.0 29,511,366
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② 連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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 6,985,131   

 ２ 再保険保証事業 ※2 476,277 1,720,098   

 ３ エフエックス事業  － 3,139,104   

 ４ 不動産関連事業 ※4 － 5,069,812   

 ５ その他事業  9,873 8,231,713 100.0 － 16,914,147 100.0 8,682,433

Ⅱ 売上原価 ※4 622,716 7.6 5,481,682 32.4 4,858,966

   売上総利益 ※4 7,608,997 92.4 11,432,464 67.6 3,823,467

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  194,644 377,800   

 ２ 給与手当  324,325 635,611   

 ３ 貸倒引当金繰入  88,219 63,189   

 ４ 賞与引当金繰入  137,651 360,193   

 ５ 退職給付費用  1,749 28,733   

 ６ 減価償却費  13,550 52,669   

 ７ 地代家賃  120,290 264,208   

 ８ 支払手数料  351,968 1,400,768   

 ９ のれんの償却額  － 746,160   

 10 その他  454,713 1,687,114 20.5 1,216,152 5,145,487 30.4 3,458,373

   営業利益 ※4 5,921,883 71.9 6,286,977 37.2 365,094

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  53,454 104,731   

 ２ 貸倒引当金戻入益  3,690 －   

 ３ 投資有価証券売却益  － 159,331   

 ４ その他  1,946 59,091 0.7 44,453 308,516 1.8 249,425

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  89,916 257,185   

 ２ 株式交付費  112,675 3,708   

 ３ 社債発行費  18,092 52,449   

 ４ デリバティブ評価損  1,341 －   

 ５ 新株予約権付社債償還損  50,000 200,000   

 ６ シンジケートローン手数料  86,575 －   

 ７ 支払手数料  － 95,220   

 ８ その他  41,281 399,883 4.9 35,259 643,822 3.8 243,939

   経常利益 ※4 5,581,091 67.8 5,951,671 35.2 370,580
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前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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 特別利益    

 １ 持分変動損益  － － － 11,720 11,720 0.1 11,720

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損  － 57,664   

 ２ 減損損失 ※3 － 66,817   

 ３ 事業撤退損失  － － － 21,701 146,183 0.9 146,183

   税金等調整前当期純利益 ※4 5,581,091 67.8 5,817,208 34.4 236,117

   法人税、住民税及び事業税  2,581,258 2,379,024   

   法人税等調整額  △196,714 2,384,543 29.0 158,086 2,537,111 15.0 152,567

   少数株主利益（△は少

数株主損失） 
 △39,208 △0.5 1,512,311 8.9 1,551,520

   当期純利益 ※4 3,235,755 39.3 1,767,784 10.5 △1,467,970
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
 
 平成17年９月30日残高（千円） 1,303,735 1,101,900 1,021,438 － 3,427,073

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

中の変動額（純額） 
－ － － － －

 
連結会計年度中の変動額合計（千円） 9,321,034 9,250,000 2,861,536 － 21,432,570

平成18年９月30日残高（千円） 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（千円） － － 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

 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

中の変動額（純額） 
28,321 28,321 20,443 48,764

 
連結会計年度中の変動額合計（千円） 28,321 28,321 20,443 21,481,335
 
平成18年９月30日残高（千円） 28,321 28,321 69,963 24,957,929
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当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９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18年９月30日残高（千円） 10,624,769 10,351,900 3,882,974 24,859,644

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 111,678 － － 111,678

 剰余金の配当 － － △1,838,591 △1,838,591

 当期純利益 － － 1,767,784 1,767,784

 連結子会社の減少による増加 － － 127,312 127,312

 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） 111,678 － 56,505 168,183
 
平成19年９月30日残高（千円） 10,736,448 10,351,900 3,939,480 25,027,828

 

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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

 
平成18年９月30日残高（千円） 28,321 28,321 － 69,963 24,957,929

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 － － － － 111,678

 剰余金の配当 － － － － △1,838,591

 当期純利益 － － － － 1,767,784

 連結子会社の減少による増加 － － － － 127,312

 株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
△45,485 △45,485 4,974 2,105,494 2,064,984

 
連結会計年度中の変動額合計（千円） △45,485 △45,485 4,974 2,105,494 2,233,168
 
平成19年９月30日残高（千円） △17,163 △17,163 4,974 2,175,458 27,191,098
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日）

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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 ※4 5,581,091 5,817,208 236,117

   減価償却費  15,172 54,764 39,592

   貸倒引当金の増減額（減少△）  84,529 63,189 △21,340

   賞与引当金の増減額（減少△）  64,442 173,196 108,754

   退職給付引当金の増減額（減少△）  1,964 15,996 14,031

   保証料の償却額  149 66 △83

   受取利息  △53,454 △104,731 △51,276

   支払利息  89,916 － △89,916

   株式交付費  112,675 3,708 △108,967

   資金原価及び支払利息  － 611,536 611,536

   社債発行費  18,092 111,819 93,726

   新株予約権付社債償還損  50,000 200,000 150,000

   預託金の増減額（増加△）  － △710,569 △710,569

   売上債権の増減額（増加△）  △13,511 7,562 21,073

   営業投資有価証券の増減額（増加△）  △56,482 △4,132,193 △4,075,711

   たな卸資産の増減額（増加△）  △6,255,562 △6,071,695 183,867

   営業貸付金の増減額（増加△）  △24,572,589 △1,868,352 22,704,236

   仕入債務の増減額（減少△）  13,921 17,684 3,763

   営業借入金の増減額（減少△）  27,125 － △27,125

   未払金の増減額（減少△）  24,385 218,517 194,131

   未払費用の増減額（減少△）  87,720 32,351 △55,369

   顧客預り金の増減額（減少△）  － 662,080 662,080

   その他  1,515,359 △396,446 △1,911,805

    小計  △23,265,052 △5,294,306 17,970,746

   利息の受取額  55,400 115,147 59,746

   利息の支払額  △63,229 △637,706 △574,476

   法人税等の支払額  △993,306 △4,184,092 △3,190,786

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △24,266,188 △10,000,957 14,265,230



 フィンテック グローバル㈱ (8789) 平成 19 年 9月期決算短信 
 

- 25 - 

  

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日）

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

   定期預金の預入による支出  － △100,000 △100,000

   有形固定資産の取得による支出  △28,535 △293,346 △264,811

   投資有価証券の取得による支出  △2,144,956 △1,734,957 409,999

   投資有価証券の売却による収入  － 2,901,162 2,901,162

   出資金の取得による支出  △48,049 △5,000 43,049

   出資金の売却による収入  42,000 － △42,000

   金銭の信託の増加による支出  △831,973 △590,890 241,083

   貸付金による支出  △6,000,000 － 6,000,000

   貸付金の回収による収入  6,010,402 － △6,010,402

   敷金保証金等への支出  △67,550 △182,485 △114,934

   敷金保証金の回収による収入  4,474 102,283 97,809

   新規連結子会社の取得による支出 ※2 △53,730 △7,452,020 △7,398,289

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

   その他  9,510 204,660 195,149

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,916,601 △7,150,593 △4,233,991

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  3,926,500 8,121,200 4,194,700

   長期借入による収入  2,400,000 13,938,000 11,538,000

   長期借入金の返済による支出  △102,500 △7,577,581 △7,475,081

   社債の発行による収入  48,481,857 22,058,180 △26,423,677

   株式の発行による収入  42,674 107,970 65,295

   株式の発行による支出  △73,115 － 73,115

   少数株主からの払込による収入  25,000 424,115 399,115

   配当金の支払額  △367,360 △1,829,183 △1,461,823

   社債の償還による支出  △10,050,000 △20,200,000 △10,150,000

   その他  △35,834 △24,158 11,675

   財務活動によるキャッシュ・フロー  44,247,222 15,018,543 △29,228,679

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △13,139 △44,189 △31,050

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  17,051,293 △2,177,196 △19,228,490

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,659,843 18,718,675 17,058,832

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物  7,539 3,000 △4,539

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少

額 
※4 － △1,380,743 △1,380,743

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 18,718,675 15,163,735 △3,554,940
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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17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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 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。 

 

(1) 連結子会社の数 23社 
主要な連結子会社の名称 

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 
エフエックス・オンライン・ジャパン㈱

 なお、フィンテック グローバル・ア

セットマネジメント㈱及びリライアブ
ルファクターズ㈱は新規設立により、㈱

FGIメディカルファイナンス及びエフエ

ックス・オンライン・ジャパン㈱は議決
権を取得したことなどにより、連結の範

囲に含めております。 

 また、㈲FGIインベストメント・スリ
ー、㈲響、合同会社虎ノ門一丁目開発及

び匿名組合３組合については、当該会社

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、㈱FGIプリンシパル及びフィ

ンテックプリンシパルインベストメン

ト㈱（平成19年６月27日に㈲エフジーア
イ・プリンシパル・ツーを商号変更し株

式会社へ移行）は、中・長期の経営戦略

上の重要な子会社となったため、連結の
範囲に含めております。 

 また、㈲TSMフィフティーンについて

は、当該会社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

ていると認められなくなったため、連結

の範囲から除外しております。 
 また、㈱エーサップ・ペイメント・シ

ステムについては、全株式を譲渡したこ

とにより連結の範囲から除外しており
ます。 

 なお、合同会社TSMサーティー、合同

会社テンプーモデレート宇田川町開発
及び匿名組合１組合については、当連結

会計年度内において当該会社の権利義

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ましたが、当連結

会計年度末までに、当該会社の権利義務
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なく

なったため連結の範囲から除外し、連結
の範囲に含めた期間損益のみ取り込ん

でおります。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

 (2) 主要な非連結子会社の名称 

㈲アールエフファンディング・ワン 
匿名組合１組合 

㈲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。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

㈲アールエフファンディング・ワン 
匿名組合１組合 

フィンテック グローバル キャピタル

合同会社 
 

 

（連結の範囲から除外した理由） 
同左 

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 

  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

社及び組合の業務執行権を有していると
認められるため、持分法適用の範囲に含め

ております。 

(1)持分法を適用した非連結子会社及び

関連会社数 

  ６社 

 会社等の名称 

㈲アールエフ・ファンディング・ワン 

㈲TSMフィフティーン 

㈲TSMセブンティーン 

匿名組合３組合 

 なお、㈲TSMフィフティーン、㈲TSMセ

ブンティーン及び匿名組合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

分法適用の範囲に含めております。 

 （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 

(2)持分法を適用しない非連結子会社のう

ち主要な会社等の名称 

フィンテック グローバル キャピタル合

同会社 

 (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。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(3)持分法を適用しない理由 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

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、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。 

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。 

 

 連結子会社の決算日は次のとおりで

あります。 
  １月末日    ２社 

  ３月末日    ４社 

  ５月末日    １社 
  ６月末日    ４社 

  ７月末日    １社 

  ９月末日    10社 
  12月末日    １社 

 連結財務諸表の作成にあたっては、1

月末日、3月末日、5月末日、12月末日、
を決算日とする連結子会社は、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、6月末日、7月末日
を決算日とする連結子会社は、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。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方 

法 

 

(1) 有価証券 

 ①その他有価証券 

  時価のあるもの 

  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 

 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。 

(1) 有価証券 

 ①その他有価証券 

  時価のあるもの 

  同左 

 

 

 

  時価のないもの 

  同左 

 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

資有価証券に含まれる匿名組合出資金
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。 

(2) デリバティブ 

  同左 

 (3) たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

販売用不動産 

個別法による原価法を採用しておりま
す。 

 

(3) たな卸資産 

仕掛品 

 ――――――――― 

 

販売用不動産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の 

方法 

 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

  建物       ８～15年 

  器具及び備品   ３～20年 

 

(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       ６～18年 

  器具及び備品   ３～20年 

 

（会計方針の変更） 
 当連結会計年度から、法人税法の改正に
伴い、平成19 年４月１日以降に取得した
ものについては、改正後の法人税法に基づ
く方法に変更しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

 

(1) 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。

(1) 株式交付費 

同左 

 (2) 社債発行費 

 支出時に全額費用処理しております。

(2) 社債発行費 

同左 

(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  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 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用しており

ます。 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・金利スワップ 

  ヘッジ対象・・借入金 

 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

 市場金利の変動を回避する目的で金

利スワップを行っております。 
 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理の

要件を充足しているため有効性の評価
を省略しております。 

 

 
 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(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 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

 (2) 営業投資有価証券(匿名組合出資金)

の会計処理 

 当社グループは営業投資有価証券(匿

名組合出資金)の会計処理を行うに際し

て、匿名組合の財産の持分相当額を「営

業投資有価証券」として計上しておりま

す。匿名組合への出資時に「営業投資有

価証券」を計上し、匿名組合が獲得した

純損益の持分相当額については、「売上

高」に計上するとともに同額を「営業投

資有価証券」に加減しております。 

(3)       ―――― 

 

(2) 営業投資有価証券に含まれる匿名組

合出資金の会計処理 

 当社グループは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。 

(3) 金融費用の計上方法 

 貸付業務を行う会社の金融費用は、営

業収益に対応する金融費用とその他の金

融費用を区分計上することとしておりま

す。その配分方法は、総資産を営業取引

に基づく資産とその他の資産に区分し、

その資産残高を基準として営業資産に対

応する金融費用を売上原価に、その他の

資産に対応する金融費用を営業外費用に

配分し計上しております。 

(会計方針の変更) 

前連結会計年度まで、金融費用について
は、営業投融資と個別対応する資金の調
達費用を売上原価に、個別対応しない資
金の調達費用を営業外費用に計上してい
ましたが、個別対応しない資金の調達費
用の割合が増加したことにより、売上原
価と営業外費用の合理的な区分を行うた
め、当連結会計年度より金融費用の配分
を行うことにしました。 

その配分方法は、総資産を営業取引に
基づく資産とその他の資産に区分し、そ
の資産残高を基準として営業資産に対応
する金融費用を売上原価に、その他の資
産に対応する金融費用を営業外費用に配
分し計上しております。 

また、これに伴い従来の「営業借入金」
を返済期間に応じて「短期借入金」また
は「長期借入金」として処理することと
しました。 

この変更により、従来の方法によった場

合に比べ、当連結会計年度の営業利益は

174,567千円減少しておりますが経常利

益に与える影響はありません。また流動

負債は565,000千円減少しており、固定負

債は同額増加しております。 

さらに、連結キャッシュ・フロー計算

書においては、従来の方法に比べ、営業活

動によるキャッシュ・フローが2,699,325

千円増加し、財務活動によるキャッシュ・

フローが同額減少しております。 

また、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの内訳においては、売上原価に含まれる

支払利息と営業外費用に含まれる支払利

息の総額を「資金原価及び支払利息」とし

て計上しております。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

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につ

いては、全面時価評価法を採用しており
ます。 

 

同左 

６ 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。 
 

同左 

７ 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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  会計処理方法の変更 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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。 

―――― 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ストック・オプション等に関する会計基準) 

 会社法施行日以後、当連結会計年度になって初めてストッ

ク・オプションが付与されたため、当連結会計年度から「スト

ック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号

平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号平成18年５月31

日)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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  表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日） 

―――― 

 

 

 

 

 

（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。 

 

 

 

 

―――― 

 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度においては「のれん」を無形固定資産の「そ

の他」に含めておりましたが、当連結会計年度より総資産の百

分の一を超えることとなったため、区分掲記いたしました。な

お、前連結会計年度に無形固定資産の「その他」に含めており

ました「のれん」は、92,029千円であります。 

（連結損益計算書関係） 
 前連結会計年度において、売上高の「その他事業」として表

示しておりました「不動産関連事業」の売上高については、金

額的重要性が高まったため当連結会計年度より、区分別掲して

おります。なお、前連結会計年度の「不動産関連事業」の売上

高は、9,873千円であります。 

 

 前連結会計年度においては「のれんの償却額」を販売費及び

一般管理費の「その他」に含めておりましたが、当連結会計年

度より販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超えること

となったため、区分掲記いたしました。なお、前連結会計年度

に販売費及び一般管理費の「その他」に含めておりました「の

れんの償却額」は、6,581千円であります。 
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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18年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成19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） 5,000千円

投資有価証券（その他の有価証券） 49千円

  

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

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 

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

  

※２ 担保資産及び担保付債務 

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。 

 

たな卸資産 1,012,669千円

営業貸付金 1,400,000千円

計 2,412,669千円 

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

  

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 604,909千円

計 604,909千円 

 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。

 

 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 920,000千円

貸出実行残高 －千円

貸出未実行残高 920,000千円

 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。

 

 ４ ──── 

 

 ５ 偶発債務 

(1)保証債務 

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ｻｰﾃｨｰｼｯｸｽｽ 740,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ｻｰﾃｨｰｻｰﾄﾞ 800,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ｻｰﾃｨｰﾌｫｰｽ 600,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾌｫｰﾃｨｰﾌｧｰｽﾄ 400,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾌｫｰﾃｨｰﾌｫｰｽ 300,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾌｫｰﾃｨｰｾﾌﾞﾝｽ 450,000千円

 ５ 偶発債務 

(1)保証債務 

合同会社ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ･ﾌｫｰﾃｨﾌｨﾌｽ 500,000千円

合同会社ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ･ﾌｫｰﾃｨﾅｲﾝｽ 300,000千円

合同会社ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ･ﾌｨﾌﾃｨﾌｫｰｽ 1,000,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ･ﾄｩｴﾝﾃｨｾﾌﾞﾝｽ 1,450,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ｻｰﾃｨｰｼｯｸｽｽ 740,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ｻｰﾃｨｰｻｰﾄﾞ 800,000千円
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前連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年９月30日） 

㈲横浜ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ 2,000,000千円

計 5,290,000千円

 

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ｻｰﾃｨｰﾌｫｰｽ 600,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾌｫｰﾃｨｰﾌｧｰｽﾄ 400,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾌｫｰﾃｨｰﾌｫｰｽ 300,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾌｫｰﾃｨｰｾﾌﾞﾝｽ 450,000千円

㈲横浜ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ 2,000,000千円

計 8,540,000千円 
※６ 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 

 

※６ 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５組合を連結の

範囲に含めております。 

㈲FGIインベストメント・ツー 

㈲FGIインベストメント・スリー 

㈲FGIブレナム・パートナーズ・ワン 

㈲TSMフォーティーン 

㈲響 

合同会社虎ノ門一丁目開発 

 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   4,467,342千円 

   長期借入金    604,904千円 

 

 ７ 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 

 

 ７ 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  8,000,000千円 

 借入実行残高         6,133,000千円 

  借入未実行残高        1,867,000千円 

 

 

 ８ ──── 

 

   

 

 ９ ──── 

 

 

 

 

 

 

 

※８ 預託金 

 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱が行うエフエック

ス事業にかかる顧客分別金信託であります。 

 

※９ 顧客預り金 

 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱が行うエフエックス

事業にかかる顧客預り金であります。 

 なお、顧客預り金の内訳は下記のとおりであります。 

 

 預り証拠金               12,265,197千円 

 未決済残高評価損益          △2,272,463千円 

 顧客預り金 合計            9,992,733千円 

 



 フィンテック グローバル㈱ (8789) 平成 19 年 9月期決算短信 
 

- 36 - 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

※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 

 

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 

※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         3,878,772千円 

(アレンジメント           3,271,754千円） 

(信用補完付アレンジメント         607,017千円) 

プリンシパルファインナンス業務       2,929,176千円 

その他投資銀行業務         177,182千円 

   計                6,985,131千円 

 

※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           188,367千円 

未経過保証料             57,714千円 

保証手数料              93,500千円 

 計                339,582千円 

 

正味収入保険料          1,501,016千円 

出再保険料            △120,500千円 

   計               1,380,516千円 

 

※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しております。 

対象 種類 

㈱エーサップ・ 

ペイメント・システム 
のれん 

 当社グループは、事業の種類及び業態を基礎として会社

毎に資産のグルーピングを行い、減損損失の認識の判

定を行っております。 

 ㈱エーサップ・ペイメント・システムに対する投資に係

るのれんについては、将来キャッシュフローの見積期間に

わたって回収可能性が認められないため、それぞれ帳簿価

額の全額及び純資産額まで減額し、当該減少額66,817千円

を減損損失として特別損失に計上しております。 

 

※４ 当連結会計年度において、「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）に従い連結の範囲

に含めていた合同会社テンプーモデレート宇田川町開発

が、その所有していた販売用不動産を売却したため、その

売却額を含む3,658,511千円を不動産関連事業の売上高に、

2,569,504千円を売上原価に計上しました。それにより、売

上総利益が1,089,007千円、営業利益が979,908千円、経常

利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ898,286千円

計上されていますが、合同会社テンプーモデレート宇田川

町開発に対する当社グループの持分割合が0％であったこ

とから、税金等調整前当期純利益と同額の少数株主利益を

計上したため、当該売却が当期純利益に与える影響はあり

ません。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（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） 68,335.00 168,290.79 3.79 236,622.00

（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。 

 端数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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当連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 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） 236,622 965,938 － 1,202,560 

 

（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18年10月１日付の株式分割（普通株式１株につき５株）による増加 946,488株 

  新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加           19,450株 

 

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

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 
前連結 

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18年４月発行第３

回新株予約権付社債に

付した新株予約権 

普通株式 22,222.22 － 22,222.22 － －

平成19年２月発行ユ

ーロ円建新株予約権

付社債に付した新株

予約権 

普通株式 － 139,785 － 139,785 － 
提出会社 

平成19年６月発行 

新株予約権 
普通株式 － 1,280 40 1,240 4,974 

合 計 22,222.22 141,065 22,262.22 141,025 4,974 

(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 

平成18年４月発行新株予約権付社債に付した新株予約権の減少は、新株予約権付社債の繰上償還によるものであります。 

  平成19年２月発行ユーロ円建新株予約権付社債に付した新株予約権の増加は、2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権

付社債の発行によるものであります。 

         平成19年６月発行新株予約権の増加は、ストック・オプションとしての新株予約権の発行によるものであります。 

 

３ 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18年12月20日 

定時株主総会 
普通株式 1,183,110 5,000 平成18年９月30日 平成18年12月21日

平成19年５月15日 

取締役会 
普通株式 655,481 550 平成19年３月31日 平成19年６月14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19年12月20日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 901,920 750 平成19年９月30日 平成19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17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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の関係 

（平成18年９月30日現在）

※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 

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 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

 

現金及び預金勘定 15,263,735千円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △100,000千円 

現金及び現金同等物 15,163,735千円 
 

※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

 

※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エフエックス・オンライン・ジャパ
ン㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の
内訳並びにエフエックス・オンライン・ジャパン㈱株式
の取得価額とエフエックス・オンライン・ジャパン㈱取
得による支出（純額）との関係は次のとおりであります。

 
   流動資産              12,536,596千円 
   固定資産                  70,581千円 
   流動負債            △10,156,839千円 
   のれん               7,318,563千円 
   少数株主持分           △1,347,931千円 
   エフエックス・オンライン 
   ・ジャパン㈱ 
   株式の取得価額           8,420,970千円 
   エフエックス・オンライン 
   ・ジャパン㈱ 
   現金及び現金同等物           972,560千円 
   差引：エフエックス・オンライン 
   ・ジャパン㈱ 
   取得による支出          △7,448,409千円 

 

 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

 

 ３ ──── 

 

※４ ──── ※４ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 

 当連結損益計算書関係注記※４に記載のとおり、当連結会計

期間において「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）に従い連結の範囲に含めていた合同会社テン

プーモデレート宇田川町開発が販売用不動産を売却したこと

に伴い、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる税金等

調整前当期純利益に898,286千円が計上されており、同社が当

連結会計年度末に連結の範囲から除外されたため、連結除外に

伴う現金及び現金同等物の減少額に897,412千円が計上されて

います。 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

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 

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

  

 

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) 

器具及び備品 30,240 11,725 18,515

無形固定資産 556 241 315

合計 30,797 11,966 18,830

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 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

 

1年内 6,331千円

1年超 13,648千円

合計 19,980千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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

  

支払リース料 5,507千円

減価償却費相当額 4,698千円

支払利息相当額 716千円

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

 

５ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方法については、利息法を採用し

ております。 

 

５ 利息相当額の算定方法 

  同左 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（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 

 

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

 

 

当連結会計年度（自平成18年10月１日 至平成19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 15,000 5,800

債券 － － －

その他 － － －

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

小計 9,200 15,000 5,800

株式 － － －

債券 － － －

その他 1,020,000 985,261 △34,738

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

小計 1,020,000 985,261 △34,738

合計 1,029,200 1,000,261 △28,938

 

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) 

2,602,456 189,331

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
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３ 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 541,706千円

 非上場株式 135,500千円

 非上場社債 3,550,000千円

 優先出資証券 480,000千円

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

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 

社債 3,550,000 ― ― ―

合計 3,550,000 ― ― ―
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（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

(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。 

 

 (1)取引の内容 

 当社で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。 

 また子会社において、顧客との間で外国為替証拠金取引を

行っており、かつ、顧客との取引により生じるリスクをヘッ

ジするためにカウンターパーティとの相対取引により外国

為替証拠金取引を行っております。 

(2)取引に対する取組方針及び利用目的 

 当社での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。 

 子会社での外国為替証拠金取引に関しては、外国為替取引

業務に係る運用基準等に従い、子会社の自己資金と顧客との

取引勘定を分別して管理を行い、信託財産として顧客の資産

を保全する措置を講じております。また、顧客との取引によ

り生ずる自己ポジションについては、適時にカウンターパー

ティーに対してカバー取引を実行することにより為替変動

リスクを回避しております。 

(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。 

外国為替証拠金取引は、顧客との約定後、カバー取引を実

行するまでの間、為替変動によるリスクを有しております。

なお、顧客との外国為替証拠金取引は、必要な証拠金残高が

ない限り、かつ取引成立後の為替変動によっては顧客より追

加預託を受けるか、もしくは顧客の為替持高の全部あるいは

一部を強制決済することになっているため、顧客の契約不履

行によるリスクはきわめて少ないものと認識しております。

また、カウンターパーティーとのカバー取引は、信用度の高

い金融機関とのみ取引を行っておりますので、取引相手方の

契約不履行によるリスクは極めて少ないものと認識してお

ります。 

(4)取引に係るリスク管理体制 

 当社の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。 

 外国為替証拠金取引を行う子会社については、顧客との外

国為替証拠金取引により生じる為替変動リスクをカバー取

引によりヘッジすることを為替ポジション管理の基本方針

としております。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

(1)金利関連                                                (単位：千円)

前連結会計年度（平成18年９月30日） 当連結会計年度（平成19年９月30日） 

区分 種類 
契約額等 

契約額等の

うち１年超
時価 評価損益 契約額等

契約額等の

うち１年超 

 

時価 評価損益
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前連結会計年度（平成18年９月30日） 当連結会計年度（平成19年９月30日） 

区分 種類 
契約額等 

契約額等の

うち１年超
時価 評価損益 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。 

 

 

(2)通貨関連 

前連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年９月30日） 
対象物の種類 種類 

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

外国為替 
証拠金取引 

 

 
 

通貨 
売建 

買建 

― 

― 

―

―

―

―

173,318,030

171,169,448

172,104,843 

172,108,905 

1,213,187

939,457

合計 ― ― ― 344,487,478 344,213,749 2,152,644

(注) 時価はみなし決済損益を記載しております。 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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 

 確定給付型の制度として退職一時金制度を採用している他、

当連結会計年度より確定拠出金年金制度を併用しております。

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

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 20,331千円

退職給付引当金 20,331千円
 

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

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 28,733千円

退職給付費用 28,733千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 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 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  同左 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成19年９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 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 
 

繰延税金資産  

 （流動資産）  

  未払事業税 99,573千円 

  賞与引当金繰入超過額 106,310千円 

  貸倒引当金繰入超過額 66,200千円 

  その他 89,034千円 

  小計 361,119千円 

  繰延税金資産（流動）合計 361,119千円 

 （固定資産）  

  税務上の繰越欠損金 286,438千円 

  退職給付引当金繰入超過額 8,206千円 

  その他 16,662千円 

  小計 311,306千円 

  評価性引当額 △286,438千円 

  小計 24,868千円 

  繰延税金負債（固定）との相殺 △2,360千円 

  繰延税金資産（固定）合計 22,508千円 

繰延税金負債  

 （固定負債）  

  為替差損 △216,128千円 

  その他 △2,360千円 

  小計 △218,488千円 

  繰延税金資産（固定）との相殺 2,360千円 

  繰延税金負債（固定）合計 △216,128千円 

差引：繰延税金資産の純額 167,498千円 

  

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 

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されない項目 0.2％

 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の負担率 42.7％
 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

 評価性引当額の増減 3.1％

 少数株主損益に含まれる匿名組合分配額の調整 △6.3％

 のれんの償却額 5.7％

 その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6％
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（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度(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） 

― ― ― ― 

 

 

当連結会計年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  売上原価       株式報酬費用    246千円 

販売費及び一般管理費 株式報酬費用  4,728千円 

なお、当連結会計年度において、連結子会社が付与したストック・オプション及び自社株式オプションは｢ス

トック・オプション等の会計基準｣の未公開企業における取扱いに基づき、ストック・オプション及び自社株式

オプションの公正な評価単価に代えて単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しております。ただし、

連結子会社が付与した当該ストック・オプション及び自社株式オプションは付与時における本源的価値合計が

ゼロであるため、費用は計上しておりません。 
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２ ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプション及び自社株式オプションの内容 

種類 ストック・オプション ストック・オプション 

会社名 提出会社 提出会社 

名称 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 2,025株(注)２ 普通株式 43,350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 

 

種類 ストック・オプション ストック・オプション 

会社名 提出会社 提出会社 

提出会社 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11,550株(注)２ 普通株式3,025株(注)２ 

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 
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種類 ストック・オプション 自社株式オプション 

会社名 提出会社 エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 

名称 第５回新株予約権 第１回新株予約権 

付与対象者の区分 
及び人数 

当社従業員 54名 
同社株主     ２社及び１組合 
         （提出会社を含む）
取引先      １社 

ストック・オプション
または自社株式オプシ
ョンの数 (注)１ 

普通株式1,240株 普通株式475株 

付与日 平成19年６月４日 平成19年３月23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、監査役または
従業員の地位にあることを要する。但し、任期満
了による退任、定年退職その他正当な理由のある
場合はこの限りではない。 

新株予約権の行使は、同社の普通株式の証券取引
所への上場後であって、当該上場後の当社の普通
株式の譲渡に関し、証券取引所又は主幹事証券会
社が必要又は適切と認める株式譲渡禁止の期間の
経過後にのみすることができる。 

対象勤務期間 (注)３ ― 

権利行使期間 
平成21年６月４日～平成28年11月30日 

(注)３ 

発行日から新株予約権付与にかかる株主総会決議
日の10年後の応答日（営業日でない場合は直前の
営業日とする。） 

 

種類 ストック・オプション ストック・オプション 

会社名 エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 株式会社イントラスト 

名称 第２回新株予約権 第１回新株予約権 

付与対象者の区分 
及び人数 

同社取締役 １名 
同社従業員 19名 

同社取締役 ３名 
同社従業員 ６名 

ストック・オプション
の数 (注)１ 

普通株式248株 普通株式86株 

付与日 平成19年６月29日 平成19年４月１日 

権利確定条件 

権利行使時において、当社または当社の子会社の
取締役、監査役または従業員の地位にあることを
要する。但し、定年退職の場合は、ストックオプ
ション契約に従い権利行使可能となったときから
１年間は権利を失わない（株主総会決議より10年
以上の延長はないものとする。）が、１年間の 終
日まで未行使であった場合は権利を失う。 
死亡による退職の場合は、ストックオプション契
約に従い権利行使可能となったときから１年間は
権利を失わない（株主総会決議より10年以上の延
長はないものとする。）が、１年間の 終日まで未
行使であった場合は権利を失う。 

権利確定日（権利行使期間の初日以降）において、
同社の取締役、監査役または従業員の地位にある
ことを要する。（ただし、新株予約権の割当を受け
た者が新株予約権の割当を受ける日において同社
の取締役、監査役、従業員でない場合を除く。）な
お、同社の取締役会による承認を受け、かつ、書
面による承諾を得た場合にはこの限りではない 

対象勤務期間 平成19年６月29日～平成21年６月29日 平成19年４月１日～平成21年３月31日 

権利行使期間 平成21年６月30日～平成29年６月29日 平成21年４月１日～平成26年９月30日 
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種類 ストック・オプション 

会社名 株式会社イントラスト 

名称 第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 同社取締役 ３名  同社従業員 ８名 

ストック・オプションの数 (注)１ 普通株式114株 

付与日 平成19年９月10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、同社の取締役、監査役または従業
員の地位にあることを要する。（ただし、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権
の割当を受ける日において同社の取締役、監査役、従業員でない場合を除く。）なお、
同社の取締役会による承認を受け、かつ、書面による承諾を得た場合にはこの限りで
はない 

対象勤務期間 平成19年９月10日～平成21年３月31日 

権利行使期間 平成21年４月１日～平成28年９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、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、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

行っているため、ストック・オプションの数を調整しております。 

３ 新株予約権の割当を受けた者は、下記の区分に従った各期間における割合を限度として、付与を受けた新株予約権の行使

をすることができます。各区分と各区分毎の対象勤務期間は以下の通りとなります。 

記号 区分 対象勤務期間 

Ａ 

平成21年６月４日から平成22年６月３日（「第一権利行使期限」という。）

まで（同日を含む）の期間は、付与を受けた本新株予約権に対応する全株

式数の40％に達するまで。 

平成19年６月４日～平成21年６月３日 

Ｂ 

第一権利行使期限の翌日から1年後応答日（「第二権利行使期限」という。）

まで（同日を含む）の期間は、第一権利行使期限までに行使した本新株予約

権に対応する株式数と合計して、付与を受けた本新株予約権に対応する全株

式数の70％に達するまで。 

平成19年６月４日～平成22年６月３日 

Ｃ 

第二権利行使期限の翌日から1年後応答日（「第三権利行使期限」という。）

まで（同日を含む）の期間は、第二権利行使期限までに行使した本新株予約

権に対応する株式数と合計して、付与を受けた本新株予約権に対応する全株

式数の90％に達するまで。 

平成19年６月４日～平成23年６月３日

Ｄ 
第三権利行使期限の翌日から平成28年11月30日まで（同日を含む）の期

間は、未行使の本新株予約権すべて。 
平成19年６月４日～平成24年６月３日 
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(2)ストック・オプション及び自社株式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18年10月１日 至 平成19年９月30日)において存在したストック・オプション及び

自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式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。 

 

①ストック・オプション及び自社株式オプションの数 

種類 ストック・オプション ストック・オプション ストック・オプション ストック・オプション ストック・オプション

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

名称 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 第５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 平成19年６月４日

権利確定前    

前連結会計年度末（株） ― ― 2,940 650 ―

 付与（株） ― ― ― ― 1,280

分割による増加（株）(注) ― ― 11,580 2,600 ―

 失効（株） ― ― 270 225 40

 権利確定（株） ― ― ― ― ―

 未確定残（株） ― ― 14,250 3,025 1,240

権利確定後     

前連結会計年度末（株） 815 12,465 ― ― ―

 権利確定（株） ― ― 14,250   ―   ―

分割による増加（株）(注) 3,260 49,680 ― ― ―

 権利行使（株） 2,050 15,525 1,875   ―   ―

 失効（株） ― 3,270 825 ― ―

 未行使残（株） 2,025 43,350 11,550 ― ―

(注) 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。 

 

種類 自社株式オプション ストック・オプション ストック・オプション ストック・オプション

会社名 
エフエックス・ 
オンライン・ 

ジャパン株式会社 

エフエックス・ 
オンライン・ 

ジャパン株式会社 

株式会社 
イントラスト 

株式会社 
イントラスト 

名称 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与日 平成19年３月23日 平成19年６月29日 平成19年４月１日 平成19年９月10日 

権利確定前     

前連結会計年度末（株） ― ― ― ― 

 付与（株） 475 248 86 114 

分割による増加（株） ― ― ― ― 

 失効（株） ― ― ― ― 

 権利確定（株） ― ― ― ― 

 未確定残（株） 475 248 86 114 

権利確定後     

前連結会計年度末（株） ― ― ― ― 

 権利確定（株） ― ― ―   ― 

分割による増加（株） ― ― ― ― 

 権利行使（株） ― ― ―   ― 

 失効（株） ― ― ― ― 

 未行使残（株） ― ― ― ― 
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②単価情報 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

名称 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 第５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 平成19年６月４日

権利行使価格
（円） 

667 5,334 14,667 145,979 71,130

行使時平均株価
（円） 

68,511 72,254 97,556 ― ―

付与日における
公正な 
評価単価（円） 

― ― ― ― (注) 

 

会社名 
エフエックス・オンライ
ン・ジャパン株式会社 

エフエックス・オンライ
ン・ジャパン株式会社

株式会社イントラスト 株式会社イントラスト

名称 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与日 平成19年３月23日 平成19年６月29日 平成19年４月１日 平成19年９月10日 

権利行使価格（円） 2,674,173 2,674,173 50,000 50,000

行使時平均株価（円） ― ― ― ―

付与日における公正な 
評価単価（円） 

― ― ― ―

 (注)提出会社の第５回新株予約権の付与日における公正な評価単価は、２(1)の(注)３の区分により以下の通りとなります。 

記号 公正な評価単価 

Ａ 31,129円 

Ｂ 32,065円 

Ｃ 32,917円 

Ｄ 33,688円 
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３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1) 提出会社が当連結会計年度において付与した第５回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以

下の通りであります。 

  ①使用した算定技法  

   ブラック・ショールズ式 

  ②使用した主な基礎数値及びその見積方法 

 
２ (1)の(注）３記載
の記号Ａの区分 

２ (1)の(注）３記載
の記号Ｂの区分 

２ (1)の(注)３記載
の記号Ｃの区分 

２ (1）の(注)３記載
の記号Ｃの区分 

株価変動性 64.909％ 64.909％ 64.909％ 64.909％ 

予想残存期間 5.75年 6.25年 6.75年 7.25年 

予想配当 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 

無リスク利子率 1.486％ 1.523％ 1.568％ 1.610％ 

(注)１ 過去の当社普通株式の月次株価（平成17年６月から平成19年５月までの各月の 終取引日における終値）に基づき算

出しております。 

  ２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定

して見積もっております。過去の当社普通株式の月次株価（平成17年６月から平成19年５月までの各月の 終取引日

における終値）に基づき算出しております。 

  ３ 過去１年間の配当実績にによっております。 

  ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する平成19年６月４日における国債利回りであります。 

 

(2) 当連結会計年度において付与された連結子会社のエフエックス・オンライン・ジャパン株式会社の第１回

新株予約権（自社株式オプション）及び第２回新株予約権（ストック・オプション）のそれぞれの単価は、

未公開企業であるため、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たり

の本源的価値を算定する基礎となるエフエックス・オンライン・ジャパン株式会社の株式価値は、取引事例

比準法に基づいて算出しております。 

   なお、当連結会計年度において当該連結子会社が付与した当該自社株式オプション及びストック・オプシ

ョンの本源的価値合計はゼロとなります。 

  

(3) 当連結会計年度において付与された連結子会社の株式会社イントラストの第１回新株予約権（ストック・

オプション）及び第２回新株予約権（ストック・オプション）のそれぞれの単価は、未公開企業であるため、

単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値を算定する

基礎となる株式会社イントラストの株式価値は、純資産法に基づいて算出しております。 

   なお、当連結会計年度において当該連結子会社が付与したストック・オプションの本源的価値合計はゼロ

となります。 

  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 提出会社の第５回新株予約権については、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反

映させる方法を採用しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

  前連結会計年度（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。 

  当連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 
投資銀行事業 

（千円） 
千円） 

エフエックス

事業 

（千円）

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 
6,985,131 1,720,098 3,139,104 5,069,812 16,914,147 － 16,914,147

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
260,099 － － － 260,099 （260,099） －

計 7,245,230 1,720,098 3,139,104 5,069,812 17,174,246 （260,099） 16,914,147

 営業費用 3,606,745 1,836,292 1,627,000 3,648,222 10,718,261 （91,092） 10,627,169

 営業利益又は営業損失(△) 3,638,484 △116,193 1,512,103 1,421,589 6,455,984 （169,006） 6,286,977

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
  

 資産 60,023,815 12,620,726 21,577,708 7,477,022 101,699,273 （10,958,799） 90,740,474

 減価償却費 38,912 9,591 6,261 － 54,764 － 54,764

 減損損失 66,817 － － － 66,817 － 66,817

 資本的支出 209,250 54,678 57,772 － 321,701 － 321,701

(注) １ 事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２ 各事業の主な業務内容 

(1) 投資銀行事業・・・・アレンジャー業務、プリンシパルファイナンス業務、その他投資銀行業務 

(2)  再保険保証事業・・・信用補完・再保険の引受業務 

(3)  エフエックス事業・・インターネット上で行う外国為替証拠金取引に関する業務 

(4)  不動産関連事業・・・不動産開発・売買・賃貸・仲介業務 

   ３ 当連結会計年度において、「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）に従い連結の範囲に含めていた合同会社テンプーモデレート宇田川町開発が販売用不動産

を売却したことに伴い、不動産関連事業における外部顧客に対する売上高が3,658,511千円、営業費用が2,678,603千円、営

業利益が979,908千円、それぞれ計上されています。 

 



 フィンテック グローバル㈱ (8789) 平成 19 年 9月期決算短信 
 

- 56 - 

【所在地別セグメント情報】 

  前連結会計年度（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。 

  当連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 
日本 

（千円） 

欧米 

（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 
15,209,709 1,704,438 16,914,147 － 16,914,147

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ 538 538 （538） －

計 15,209,709 1,704,976 16,914,685 （538） 16,914,147

 営業費用 8,935,660 1,692,047 10,627,707 （538） 10,627,169

 営業利益 6,274,048 12,928 6,286,977 － 6,286,977

Ⅱ 資産 83,746,358 12,194,312 95,940,670 （5,200,196） 90,740,474

(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 本邦以外の区分に属する国又は地域 

     欧米・・・スイス、バミューダ 

   ３ 当連結会計年度において、「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）に従い連結の範囲に含めていた合同会社テンプーモデレート宇田川町開発が販売用不動産

を売却したことに伴い、日本における外部顧客に対する売上高が3,658,511千円、営業費用が2,678,603千円、営業利益が

979,908千円、それぞれ計上されています。 
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【海外売上高】 

  前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

  当連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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(関連当事者との取引) 

 

前連結会計年度（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) 

敷金の受取 2,108 
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 

家賃の受取 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。 

  

当連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19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 

1.2 

なし なし 
家賃の受

取 
1,445 － － 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 



 フィンテック グローバル㈱ (8789) 平成 19 年 9月期決算短信 
 

- 59 - 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 105,180円27銭

１株当たり当期純利益 14,354円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12,458円52銭

  

 

１株当たり純資産額 20,797円85銭

１株当たり当期純利益 1,484円29銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,395円39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 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 
4,650円85銭 

 

 当社は、平成18年10月１日付けで普通株式１株につき５株の株

式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連

結会計年度における１株当たり情報については、以下のとおりと

なります。 

 

１株当たり純資産額 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 

 
  

  

 (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 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

当期純利益（千円） 3,235,755 1,767,784

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,235,755 1,767,784

普通株式の期中平均株式数（株） 225,419 1,190,996

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（株） 1,417 3,379

 新株予約権（株） 16,849 61,240

 新株予約権付社債（株） 16,037 11,263

 普通株式増加数（株） 34,303 75,882

 



 フィンテック グローバル㈱ (8789) 平成 19 年 9月期決算短信 
 

- 60 - 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

 

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 提出会社： 

平成17年12月20日開催の株主総会の

特別決議による平成18年４月27

日発行の新株予約権（ストッ

ク・オプション）    605個

(普通株式3,025株） 

 

平成19年２月８日発行のユーロ円建

転換社債型新株予約権付社債に

付した新株予約権 

   2,217個 (普通株式139,785株）

 

平成18年12月20日開催の株主総会の

特別決議による平成19年６月４

日発行の新株予約権(ストッ

ク・オプション）  1,240個 

（普通株式1,240株） 

 

連結子会社：  

（1)エフエックス・オンライン・ジャ

パン㈱ 

新株予約権（自社株式オプション） 

    142個 （普通株式 142株）

新株予約権（ストック・オプション）

         248個 (普通株式 248株）

（2）㈱イントラスト 

新株予約権（ストック・オプション）

       86個 (普通株式 86株）

新株予約権（ストック・オプション）

     114個 (普通株式 114株）
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

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 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 

 

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、

―――― 
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前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

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。 

 

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 
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５．個別財務諸表等 

① 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年９月30日） 

当事業年度 

（平成19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 10,139,618 6,836,785  △3,302,832

  ２ 売掛金  7,120 6,195  △925

  ３ 営業投資有価証券  439,512 3,986,713  3,547,201

  ４ 仕掛品  1,717 －  △1,717

  ５ 前払費用  50,303 31,672  △18,630

  ６ 営業貸付金 
※1,4,6

,7,8 
36,066,589 42,603,000  6,536,411

  ７ 短期貸付金 ※1,4 538,000 3,562,000  3,024,000

  ８ 繰延税金資産  263,772 210,002  △53,770

  ９ その他  139,886 307,078  167,192

   貸倒引当金  △108,199 △162,695  △54,495

 流動資産合計  47,538,319 81.1 57,380,752 73.2 9,842,432

 Ⅱ 固定資産    

  １ 有形固定資産    

    (1)建物  62,873 115,304   

     減価償却累計額  △16,950 45,923 △15,239 100,064  54,141

    (2)器具及び備品  27,189 111,990   

     減価償却累計額  △12,530 14,658 △28,742 83,247  68,588

    有形固定資産合計  60,581 0.1 183,312 0.3 122,730

  ２ 無形固定資産  5,949 0.0 12,425 0.0 6,475

  ３ 投資その他の資産    

    (1)投資有価証券  121,514 1,135,761  1,014,247

    (2)関係会社株式 ※1 10,620,816 19,338,300  8,717,484

    (3)その他の関係会社有価証券  49 49  －

    (4)出資金  87,500 72,500  △15,000

    (5)長期前払費用  909 518  △390

    (6)敷金保証金  158,958 181,939  22,980

    (7)繰延税金資産  － 56,582  56,582

    (8)その他  538 797  258

    投資その他の資産合計  10,990,286 18.8 20,786,448 26.5 9,796,161

    固定資産合計  11,056,818 18.9 20,982,185 26.8 9,925,367

    資産合計  58,595,137 100.0 78,362,938 100.0 19,767,800
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前事業年度 

（平成18年９月30日） 

当事業年度 

（平成19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  39,489 36,769  △2,719

  ２ 短期借入金 ※1,4 4,386,500 18,779,000  14,392,500

  ３ 営業借入金 ※1 3,094,325 －  △3,094,325

  ４ 一年以内返済予定長期借入金 ※1 173,056 7,272,056  7,099,000

  ５ 未払金  50,999 169,907  118,907

  ６ 未払費用  102,647 64,002  △38,644

  ７ 未払法人税等  2,167,434 84,864  △2,082,569

  ８ 未払消費税等  177,530 －  △177,530

  ９ 前受金  638,130 358,509  △279,621

  10 預り金  24,374 283,870  259,496

  11 賞与引当金  80,000 227,000  147,000

  12 設備未払金  12,350 11,400  △950

  13 預り保証金  509,294 －  △509,294

 流動負債合計  11,456,131 19.5 27,287,380 34.8 15,831,249

 Ⅱ 固定負債    

  １ 新株予約権付社債  20,000,000 22,170,000  2,170,000

  ２ 長期借入金 ※1 2,216,492 3,927,236  1,710,744

  ３ 関係会社長期借入金 ※6 － 4,904  4,904

  ４ 繰延税金負債  7,525 －  △7,525

  ５ 退職給付引当金  4,335 20,331  15,996

  ６ その他  14,250 2,850  △11,400

 固定負債合計  22,242,602 38.0 26,125,321 33.4 3,882,719

    負債合計  33,698,733 57.5 53,412,701 68.2 19,713,968

 （純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本    

  １ 資本金  10,624,769 18.1 10,736,448 13.7 111,678

  ２ 資本剰余金    

    (1)資本準備金  10,351,900 10,351,900   

     資本剰余金合計  10,351,900 17.7 10,351,900 13.2 －

  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 3,874,076   

     利益剰余金合計  3,906,045 6.7 3,874,076 5.0 △31,968

    株主資本合計  24,882,715 42.5 24,962,424 31.9 79,709

 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 △17,163 △0.1 △30,852

    評価・換算差額等合計  13,688 0.0 △17,163 △0.1 △30,852

 Ⅲ 新株予約権  － － 4,974 0.0 4,974

    純資産合計  24,896,403 42.5 24,950,236 31.8 53,832

    負債純資産合計  58,595,137 100.0 78,362,938 100.0 19,767,800
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 ② 損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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  7,544,427 100.0 7,287,612 100.0 △256,815

Ⅱ 売上原価  431,256 5.7 740,799 10.2 309,543

   売上総利益  7,113,171 94.3 6,546,812 89.8 △566,358

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  153,150 192,840   

 ２ 給与手当  216,825 389,718   

 ３ 貸倒引当金繰入  108,199 43,809   

 ４ 賞与引当金繰入  133,945 275,162   

 ５ 退職給付費用  1,749 28,733   

 ６ 接待交際費  38,741 52,682   

 ７ 広告宣伝費  10,718 23,053   

 ８ 減価償却費  13,004 36,164   

 ９ 地代家賃  82,687 170,802   

 10 租税公課  93,347 89,157   

 11 支払手数料  254,290 650,905   

 12 その他  191,118 1,297,778 17.2 363,556 2,316,585 31.8 1,018,806

  営業利益  5,815,392 77.1 4,230,227 58.0 △1,585,165

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 ※1 6,726 98,720   

 ２ 事務委託手数料  600 3,300   

 ３ 受取賃貸料  2,100 1,141   

 ４ 貸倒引当金戻入  3,690 －   

 ５ その他  1,449 14,566 0.2 12,972 116,134 1.6 101,568

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  78,432 249,209   

 ２ 株式交付費  112,675 3,008   

 ３ 社債発行費  18,092 52,329   

 ４ 貸倒引当金繰入額  － 10,686   

 ５ デリバティブ評価損  1,341 －   

 ６ 投資事業組合運用損  462 －   

 ７ 新株予約権付社債償還損  50,000 200,000   

 ８ シンジケートローン手数料  86,575 －   

 ９ 支払手数料  － 94,810   

 10 その他  1,997 349,578 4.7 5,213 615,256 8.4 265,678

  経常利益  5,480,380 72.6 3,731,105 51.2 △1,749,275

Ⅵ 特別損失    

 １ 固定資産除却損  － 54,960   

 ２ 子会社整理損失  － 417,628   

 ３ 関係会社株式評価損  － － － 154,536 627,125 8.6 627,125

  税引前当期純利益  5,480,380 72.6 3,103,979 42.6 △2,376,401

  法人税、住民税及び事業税  2,450,597 1,286,527   

  法人税等調整額  △204,844 2,245,752 29.8 10,829 1,297,356 17.8 △948,396

  当期純利益  3,234,627 42.8 1,806,623 24.8 △1,428,004
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売上原価明細書 

  

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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 33,494 7.7 45,002 6.1  

Ⅱ 外注費   281,227 65.0 310,791 42.0  

Ⅲ 経費  ※2 118,087 27.3 383,288 51.9  

  当期総製造費用  432,810 100.0 739,082 100.0  

  期首仕掛品たな卸高    164 1,717  

      合計     432,974 740,799  

  期末仕掛品たな卸高    1,717 －  

  当期売上原価  431,256 740,799  

 

 （注） ※１主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

給与 19,958千円 25,605千円

法定福利費 4,758千円 5,623千円

 

  ※２主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

支払利息 －千円 306,508千円

地代家賃 10,107千円 9,216千円

減価償却費 1,621千円 1,897千円

 

 (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。 
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③ 株主資本等変動計算書 
前事業年度(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

 

当事業年度(自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日) 

                                                    （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金 

株主資本合計 

 
平成18年９月30日残高  

10,624,769 10,351,900 3,906,045  24,882,715

事業年度中の変動額   

 新株の発行 111,678 － －  111,678

 剰余金の配当 － － △1,838,591  △1,838,591

 当期純利益 － － 1,806,623  1,806,623

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
－ － －  －

 
事業年度中の変動額合計  

111,678 － △31,968  79,709

平成19年９月30日残高 
 

10,736,448 10,351,900 3,874,076  24,962,424

 

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 
新株予約権 純資産合計 

 
平成18年９月30日残高  

13,688 13,688 － 24,896,403

事業年度中の変動額  

 新株の発行 － － － 111,678

 剰余金の配当 － － － △1,838,591

 当期純利益 － － － 1,806,623

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△30,852 △30,852 4,974 △25,877

 
事業年度中の変動額合計  

△30,852 △30,852 4,974 53,832
 
平成19年９月30日残高  

△17,163 △17,163 4,974 24,950,236
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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。 

① 子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

 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 

 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。 

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

  同左 

 

 

  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

券に含まれる匿名組合出資金の会計処理」に

記載しております。 

２ デリバティブの評価基準及

  び評価方法 

  時価法を採用しております。   ―――― 

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。

  ―――― 

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      ８～15年 

  器具及び備品  ３～20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 

（会計方針の変更） 
 当事業年度から、法人税法の改正に伴い、
平成19 年４月１日以降に取得したものにつ
いては、改正後の法人税法に基づく方法に変
更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。 

(2) 無形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

５ 繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。 

(2) 社債発行費 

 支出時に全額費用処理しております。 

(1) 株式交付費 

  同左 

(2) 社債発行費 

  同左 

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 
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項目 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  同左 

 

 (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 

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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・・金利スワップ 

 ヘッジ対象・・・借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

 (3) ヘッジ方針 

市場金利の変動を回避する目的で金利ス

ワップを行っております。 

(3) ヘッジ方針 

  同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては特例処理の要件

を充足しているため有効性の評価を省略し

ております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  同左 

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。 

(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 

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。 

(2) 営業投資有価証券に含まれる匿名組合出

  資金の会計処理 

当社は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。 

 (3) ―――― 

 

 

(3) 金融費用の計上方法 

金融費用は、営業収益に対応する金融費用

とその他の金融費用を区分計上することとし

ております。その配分方法は、総資産を営業

取引に基づく資産とその他の資産に区分し、

その資産残高を基準として営業資産に対応す

る金融費用を売上原価に、その他の資産に対

応する金融費用を営業外費用に配分し計上し

ております。 

(会計方針の変更) 

前事業年度まで、金融費用については、営
業投融資と個別対応する資金の調達費用を売
上原価に、個別対応しない資金の調達費用を
営業外費用に計上していましたが、個別対応
しない資金の調達費用の割合が増加したこと
により、売上原価と営業外費用の合理的な区
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項目 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

分を行うため、当事業年度より金融費用の配
分を行うことにしました。 

その配分方法は、総資産を営業取引に基づ
く資産とその他の資産に区分し、その資産残
高を基準として営業資産に対応する金融費
用を売上原価に、その他の資産に対応する金
融費用を営業外費用に配分し計上しており
ます。 

また、これに伴い従来の「営業借入金」を
返済期間に応じて「短期借入金」または「長
期借入金」として処理することとしました。

この変更により、従来の方法によった場合

に比べ、当事業年度の営業利益は174,567千

円減少しておりますが経常利益に与える影

響はありません。また流動負債は565,000千

円減少しており、固定負債は同額増加してお

ります。 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19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。 

 

―――― 

 

 

 

 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ストック・オプション等に関する会計基準) 

 会社法施行日以後、当事業年度になって初めてストック・オ

プションが付与されたため、当事業年度から「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12

月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第11号平成18年５月31日)を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日 

  至 平成19年９月30日） 

（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18年９月30日） 

当事業年度 

（平成19年９月30日） 

※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

  

※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。 

営業貸付金 3,336,000千円

短期貸付金 2,712,000千円

関係会社株式 8,420,970千円

計 14,468,970千円

  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 4,000,000千円

一年以内返済予定長期借入金 5,000,000千円

長期借入金 1,290,000千円

計 10,290,000千円 
 

 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。

 

 

 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 12,420,000千円

貸出実行残高 2,270,000千円

貸出未実行残高 10,150,000千円

なお、上記貸出未実行残高のうち、9,230,000千円について

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。

 

 ３ ──── 

※４ 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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４ 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 2,720,000千円

短期貸付金 3,562,000千円

短期借入金 5,200,000千円 
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前事業年度 

（平成18年９月30日） 

当事業年度 

（平成19年９月30日） 

５ 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 

 

５ 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      7,000,000千円 

 借入実行残高             6,133,000千円 

借入未実行残高             867,000千円 

 

※６ ──── 

 

 

 

 

※７ 営業貸付金の内訳 

 証書貸付              35,048,000千円 

 その他                1,018,589千円 

   計                36,066,589千円 

 

※８ ──── 

※６ 金融取引として会計処理いたしました当事業年度末の主

な資産及び負債は下記のとおりであります。 

  営業貸付金              1,400,000千円 

  関係会社長期借入金            4,904千円 

 

※７ 営業貸付金の内訳 

 証書貸付              42,603,000千円 

   計                42,603,000千円 

 

※８ 営業貸付金のうち不良債権の額 

  該当事項はありません。 

 

 ９ ──── 
 

 ９ 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。 

㈲横浜ﾍﾞｲｻｲﾄﾘｿﾞｰﾄ 2,000,000千円

㈲ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾄｩｴﾝﾃｨｾﾌﾞﾝｽ 1,450,000千円

㈱イントラスト 100,000千円

計 3,550,000千円

上記の㈲横浜ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾘｿﾞｰﾄについては、Stellar Capital AG

との連帯保証であります。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

※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

  

※１ 関係会社に対する主なものは、次のとおりであります。

受取利息 86,427千円 

  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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 － 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、端数株式の買取・消却による増減であります。 

 

当事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

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 

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

  

 

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) 

器具及び備品 10,983 6,040 4,942

  

２ 未経過リース料期末残高相当額 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
 

1年内 2,274千円

1年超 3,005千円

合計 5,279千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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

  

支払リース料 2,817千円

減価償却費相当額 2,488千円

支払利息相当額 368千円

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 

 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方法については、利息法を採用し

ております。 

 

５ 利息相当額の算定方法 

   同左 

  

  

 

（有価証券関係） 

 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(平成19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18年９月30日） 

当事業年度 

（平成19年９月30日） 

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別の内訳 １ 繰越税金資産及び繰越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） 

 その他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
 

繰延税金資産（流動） 

 未払事業税 14,632千円

 賞与引当金繰入超過額 92,366千円

 貸倒引当金繰入超過額 66,200千円

 その他 36,802千円

 繰延税金資産（流動）合計 210,002千円

繰延税金資産（固定） 

 退職給付引当金繰入超過額 8,206千円

 関係会社株式評価損の損金不算入 36,432千円

 その他 14,303千円

 小計 58,942千円

 繰延税金負債（固定）との相殺 △2,360千円

 繰延税金資産（固定）合計 56,582千円

繰延税金負債（固定） 

 その他有価証券評価差額金 2,360千円

 小計 △2,360千円

 繰延税金資産（固定）との相殺 2,360千円

 繰延税金負債（固定）合計 －千円

差引：繰延税金資産の純額 266,584千円

  

 

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） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 105,215円93銭

１株当たり当期純利益 14,349円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12,454円18銭

  

 

１株当たり純資産額 20,743円47銭

１株当たり当期純利益 1,516円90銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,426円04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 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 4,762円81銭 

 当社は、平成18年10月１日付けで普通株式１株につき５株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

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 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 2,490円84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17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

 １株当たり当期純利益 

 当期純利益（千円） 3,234,627 1,806,623

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 3,234,627 1,806,623

 普通株式の期中平均株式数（株） 225,419 1,190,996

 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（千円） － － 

   

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㈱ 

  新株引受権（株） 1,417 3,379

  新株予約権（株） 16,849 61,240

  新株予約権付社債（株） 16,037 11,263

  普通株式増加数（株） 34,303 75,882
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項目 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

 

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 平成17年12月20日開催の株主総

会の特別決議による平成18年４

月27日発行の新株予約権（ストッ

ク・オプション）   605個 

      (普通株式3,025株）

 

平成19年２月８日発行のユーロ

円建転換社債型新株予約権付社

債に付した新株予約権 2,217個

     (普通株式139,785株）

 

平成18年12月20日開催の株主総

会の特別決議による平成19年６

月４日発行の新株予約権(ストッ

ク・オプション）  1,240個 

     （普通株式1,240株）
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

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。 

 

(3) 分割により増加する株式数 

普通株式 946,488株 

 

(4) 分割の方法 

平成18年９月30日 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 

 

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。 

 

(9) 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。 

 

(10) 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） 

 

(11) 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

―――― 
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前事業年度 

（自 平成17年10月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年10月１日  

 至 平成19年９月30日） 

ます。 

 

(12) 繰上償還日 

平成18年11月６日 

 

(13) 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。 

 

(14) 償還価額 

額面100円につき金101円 

 

(15) 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。 

 

(16) 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。 

 

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 
１.新任取締役候補 
 取締役  奥村 幹夫（現 当社投資銀行本部副本部長兼ストラクチャードファイナンス営業第一部長） 
 
２.退任予定取締役 
 取締役    井上 晴義 

 

 

 

 

 


