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株式会社イントラストの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は平成 22 年２月１日開催の取締役会において、以下の通り当社の子会社である Prestige 

International (S) Pte Ltd. を通じて、フィンテックグローバル株式会社（東京証券取引所マザーズ

市場上場、資本金 107 億 6,431 万円、代表取締役社長 玉井信光）より株式会社イントラストの株式

を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 子会社の名称等 

（1）名称 Prestige International (S) Pte Ltd. 

（2）所在地 583 Orchard Road, #09-03 Forum, SINGAPORE 238884 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 赤尾 喜子 

（4）資本金 3,350,000 シンガポールドル 

（5）株主 株式会社プレステージ・インターナショナル 100％ 

 

２. 株式の取得の理由 

当社グループは、事業及び業容の拡大の一環として、平成 18 年より家賃保証事業を展開

しております。同事業においては、家賃保証業務のほか、加入に関する事務全般の業務を行

っております。 

この度の子会社化については、厳しい経済環境が続く中、当社グループの総合力の向上を

目指す上では同事業の更なる拡大が必要であり、人材の相互活用、間接業務の集約化、資金

需要の効率的運用などグループ経営体制を強化し、同社の発展を加速させ、連結業績の向上

を目的とするものであります。 

 

３. 異動する子会社（株式会社イントラスト）の概要 

（1）名称 株式会社イントラスト 

（2）所在地 東京都港区虎ノ門１-22-16 第 2 オカモトヤビル８Ｆ 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 桑原 豊 

（4）主な事業内容 滞納家賃保証事業 



 

（5）資本金 ２億円 

（6）設立年月日 平成 18 年３月９日 

（7）純資産 104 百万円（平成 21 年９月期） 

（8）総資産 1,002 百万円（平成 21 年９月期） 

（9）大株主及び持株比率 フィンテックグローバル（株） 48.8％

 EFS European Financial Services AG 28.7％

 （株）トリニティジャパン 15.0％

 桑原 豊 7.5％

（10）上場会社と当該会社との間の関係 資本関係 

 人的関係 

 取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべ

き資本関係・人的関係・取引関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関

係会社と当該会社の関係者及び関係会

社の間には、特筆すべき資本関係・人

的関係・取引関係はありません 

 
関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該

当いたしません。なお、当該会社の関

係者と当社の関係は以下の通りであり

ます。 

・ 当該会社の代表取締役社長である桑

原豊氏は、（株）エムファーストの

取締役を兼務しており、同社と当社

の間には、少額短期保険関連業務の

コンサルティング契約等がありま

す。 

・ 当該会社の取締役会長である青島正

章氏は、（株）トリニティジャパン

の代表取締役社長を兼務しており、

同社と当社の間には、保証関連業務

に関するコンサルティング契約等が

あります。 

（11）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 （個別）        単位：百万円 

決算期 平成 19 年９月期 平成 20 年９月期 平成 21 年９月期 

純資産 28 47 104 

総資産 137 645 1,002 

１株当たり純資産 7,056.11 円 11,770.99 円 26,022.24 円 

売上高 8 376 877 

営業利益 ▲125 23 72 

経常利益 ▲126 20 59 

純利益 ▲127 18 57 

１株当たり純利益 ▲32,887.74 円 4,714.88 円 14,251.25 円 

１株当たり配当金 － － － 



 

４. 株式取得の相手先の概要 

（1）名称 
フィンテックグローバル株式会社 

（コード番号 8789 東証マザーズ）

（2）所在地 
東京都港区虎ノ門４-１-28  

虎ノ門タワーズオフィス 19 階 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 玉井 信光 

（4）主な事業内容 投資銀行事業、再保険保証事業、不動産関連事業 

（5）資本金 107 億 6,431 万円（平成 21 年 11 月末現在） 

（6）設立年月日 平成６年 12 月７日 

（7）純資産 5,447 百万円（平成 21 年９月期） 

（8）総資産 15,766 百万円（平成 21 年９月期） 

（9）大株主及び持株比率 玉井 信光 22.16％

（平成 21 年９月末現在） 藤井 優子 4.31％

 
ユービーエスエージーシンガポール 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） 
2.99％

 青島 正章 2.92％

 財務大臣 1.66％

 鈴木 章久 1.64％

 

エスアイエツクス エスアイエス エルテイ

ーデイー（常任代理人 株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行） 

1.31％

 平野 修 1.10％

 

ケービーシー セキュリティーズ エヌブイ 

クライアンツ アカウント ノン トリーティ

ー（常任代理人 香港上海銀行 東京支店） 

1.06％

 田村 直丈 1.01％

（10）上場会社と当該会社との間の関係 資本関係 

 人的関係 

 取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本

関係・人的関係・取引関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の

関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資

本関係・人的関係・取引関係はありません。

 

５. 取得株式数、取得前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 0株（所有割合：0.0％） 

（2）取得株式数 

1,950 株（所有割合：48.8％、取得価額 1,000 万円） 

※ 本株式の取得の他、フィンテックグローバル株式会

社より株式会社イントラストに対しての貸付債権を譲
受けます。 

譲受前の債権額  0 百万円 

譲受後の債権額 650 百万円（譲受価格 390 百万円） 

（3）異動後の所有株式数 1,950 株（所有割合：48.8％） 



 

６. 日程 

（1）取締役会決議 平成 22 年２月１日 

（2）株式・債権譲渡契約締結 平成 22 年２月２日（予定） 

（3）株式引渡日 平成 22 年２月３日（予定） 

 

７. 今後の見通し 

平成 22 年３月期の連結業績に与える影響は軽微となります。 

 

以 上 


