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1.  平成23年9月期第2四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日） 

 上記1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、平成23年4月1日付で実施した株式分割の影響は反映しておりま
せん。詳細は、「（ご参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 
 また、当社は、当事業年度より、第2四半期の業績開示を行っているため、22年9月期第2四半期の実績及び増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

 上記1株当たり純資産については、平成23年4月1日付で実施した株式分割の影響は反映しておりません。詳細は、「（ご参考）株式分割に伴う１株当たり
数値の遡及修正」をご覧ください。 
 

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年9月期第2四半期 1,265 ― 758 ― 713 ― 416 ―

22年9月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年9月期第2四半期 338.14 320.66
22年9月期第2四半期 ― ―

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

23年9月期第2四半期 2,680 1,815 67.7 1,474.43
22年9月期 2,366 1,553 65.6 1,261.40

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  1,815百万円 22年9月期  1,553百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

 上記22年9月期の配当金については、平成23年4月1日付で実施した株式分割が行われる前の数値により表示しております。詳細は、「（ご参考）株式分
割に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。なお、23年9月期（予想）の期末配当金については、株式分割が行われた後の数値により表示してお
ります。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年9月期 ― 0.00 ― 125.00 125.00

23年9月期 ― 0.00

23年9月期 
（予想）

― 62.50 62.50

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 上記1株当たり当期純利益については、平成23年4月1日付で実施した株式分割を考慮した数値により表示しております。 

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

通期 1,851 14.2 900 9.5 834 7.9 471 6.1 191.56
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(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注） 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注） 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法
等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 上記株式数については、平成23年4月1日付で実施した株式分割の影響は反映されておりません。詳細は、「（ご参考）株式分割に伴う１株当た
り数値の遡及修正」をご覧ください。また、当社は、当事業年度より、第2四半期の業績開示を行っているため、22年9月期第2四半期の期中平均株式
数については記載しておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.４「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期2Q 1,231,300株 22年9月期  1,231,300株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  108株 22年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 1,231,231株 22年9月期2Q  ―株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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条件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、【添付資料】Ｐ.４「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



（ご参考） 株式分割に伴う 1 株当たり数値の遡及修正 
当社は、平成 23 年 4 月 1 日付で、普通株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事業年度の開始の日に行

われたと仮定した場合の１株当たり情報等及び当事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報等は、以下のとおりでありま

す。 

１．１株当たり情報 

 1 株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益

 円 銭 円 銭
23 年 9 月期第 2 四半期 169.07 160.33

 

 1 株当たり純資産 

 円 銭

23 年 9 月期第 2 四半期 737.21

22 年 9 月期 630.70
 

 年間配当金 

 第 2 四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 

22 年 9 月期         0.00        62.50        62.50 

２．発行済株式数        

①期末発行済株式数（自己株式を含む）   23 年 9 月期 2Ｑ 2,462,600 株 22 年 9 月期 2,462,600 株
②期末自己株式数  23 年 9 月期 2Ｑ   216 株 22 年 9 月期      ―株

③期中平均株式数（四半期累計）     23 年 9 月期 2Ｑ 2,462,462 株 22 年 9 月期 2Ｑ   ―株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年10月１日から平成23年３月31日まで）における我が国

経済は、景気の持ち直し傾向がみられたものの、失業率が高水準にある等、依然として厳

しい状況が続いております。特に平成23年３月11日に発生した東日本大震災の被害等が経

済に与える影響が強く懸念されており、今後の不透明さが増しております。 

このような経済環境のもと、当社が行うタックス・リース・アレンジメント事業につき

ましては、オペレーティング・リース事業への投資家となる国内中小法人の経営環境も依

然として厳しいものの、匿名組合契約に基づく権利（匿名組合出資金）に対する需要は高

まっており、販売は好調に推移しておりますが、反面、組成環境には厳しさが増しており

ます。 

このように厳しさを増す環境のもと、当社はオペレーティング・リース事業の組成面に

つきましては、当社の当該リース事業における過去の実績及び高度な案件組成能力を活用

し、賃借人・金融機関に対して積極的に案件提案を行いました。 

また金融機関とのコミットメントライン契約について、第１四半期会計期間において、

資金調達枠を従来の15億円から30億円に増額したことから、タックス・リース・アレンジ

メント事業における資金調達力が強化され、より多額のリース物件の組成が可能となりま

した。 

これらの施策の結果、当第２四半期累計期間における当社のオペレーティング・リース

事業の組成金額は15,150百万円と好調に推移しました。 

また匿名組合契約に基づく権利の販売面につきましては、新規投資家・紹介者の継続的

な獲得に努める一方で従来の顧客紹介契約と比較してインセンティブを強化した契約形態

の導入を進める等、販売ネットワークの強化に努めました。これらの施策の結果、当第２

四半期累計期間における匿名組合契約に基づく権利の販売額は8,387百万円と好調に推移し

ました。 

  

なお、当社は、顧客となる投資家に対して、 適な金融商品を提供する企業理念のも

と、タックス・リース・アレンジメント事業を遂行することで、業容を拡大してまいりま

したが、一方、中長期的戦略として、取扱商品の拡大を行い、多様な金融商品を提供する

ワンストップ型ファイナンシャルサービス業の実現を目指してまいりました。 

第１四半期会計期間以降、保険仲立人業及び事業承継対策としてのＭ＆Ａ仲介業務を開

始しており、平成22年９月より業務を開始した銀行代理業とあわせ、ワンストップ型ファ

イナンシャルサービス業の実現に一歩前進いたしました。 

  

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は1,265百万円、売上総利益は1,093

百万円となり、販売費及び一般管理費は335百万円、営業利益は758百万円となりました。

またコミットメントライン契約に基づくシンジケートローン支払手数料等、営業外費用58

百万円を計上したこと等により、経常利益は713百万円、法人税等を控除した四半期純利益

は416百万円となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて313百万円増加し、2,680百

万円となりました。 

 これは主に、匿名組合契約に基づく権利の一時的な立替取得額が減少したことにより、

当該匿名組合契約に基づく権利を計上する商品出資金が1,405百万円減少したものの、当

該商品出資金を投資家に販売（地位譲渡）したことによる資金の増加等により、現金及び

預金が1,691百万円増加したためであります。 

 負債合計は前事業年度末に比べて51百万円増加し、865百万円となりました。 

 これは主に、前事業年度末に比べ、短期借入金が365百万円増加した一方で、前受金が

276百万円減少したことや、納税等により未払法人税等が146百万円減少したことによるも

のであります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて262百万円増加し1,815百万円となりました。これ

は主に、前事業年度末を基準日とする配当の実施により153百万円の減少があった一方

で、四半期純利益416百万円を計上したことによるものであります。   

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、

前事業年度末に比べて1,691百万円増加し、2,174百万円となりました。各キャッシュ・フ

ローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,522百万円となりました。 

 これは主に、法人税等の支払額367百万円及び前受金の減少276百万円があったものの、

税引前四半期純利益706百万円の計上に加え、投資家に対する一時的な立替取得額が前事

業年度末に比べ減少したことから、商品出資金の減少による資金収入が1,405百万円あっ

たためです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は66百万円となりました。 

 これは主に、オペレーティング・リース事業を行うＳＰＣとして利用するため等の子会

社株式の取得による支出43百万円があったためです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は234百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払額153百万円、コミットメントライン契約の締結によるシン

ジケートローン手数料の支払額50百万円があったものの、短期借入金の増加による収入

365百万円、社債の発行による収入98百万円があったためです。   
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（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年９月期の業績予想につきましては、平成22年10月26日に公表いたしました業績

予想に変更はございません。 

平成23年９月期第２四半期の業績は、平成23年９月期の業績予想に対して高い進捗率と

なりましたが、第３四半期以降も、引き続き、賃借人・金融機関に対して積極的に案件提

案を行う予定であるものの、組成環境に厳しさが増していること、また、東日本大震災の

被害等が経済に与える影響が強く懸念されており、投資家需要の動向も含めた今後の経済

情勢等を慎重に見極める必要があること等を踏まえ、通期の業績予想につきましては、現

時点において変更はいたしません。 

なお、直近及び今後の組成・販売状況を鑑み、オペレーティング・リース事業の組成金

額は41,726百万円（平成22年10月26日公表時は、27,958百万円）、匿名組合契約に基づく

権利の販売額は11,737百万円（平成22年10月26日公表時は、8,565百万円）と、それぞれ見

直しております。 

   

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ① 簡便な会計処理 

    重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 ② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

    該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は1,876千円減少し、税引前四半

期純利益は8,238千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は20,542千円であります。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,174,323 482,956

売掛金 9,392 2,564

貯蔵品 1,410 990

商品出資金 － 1,405,662

繰延税金資産 20,696 89,896

その他 89,225 71,328

流動資産合計 2,295,048 2,053,399

固定資産   

有形固定資産 103,891 92,623

無形固定資産 2,654 3,399

投資その他の資産 279,221 217,436

繰延税金資産 25,036 21,683

その他 254,185 195,752

固定資産合計 385,767 313,458

資産合計 2,680,815 2,366,858

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,756 945

短期借入金 365,600 －

1年内返済予定の長期借入金 10,164 28,180

1年内償還予定の社債 20,000 －

未払法人税等 228,548 374,978

前受金 72 276,264

賞与引当金 4,846 －

その他 99,924 119,255

流動負債合計 758,913 799,623

固定負債   

社債 80,000 －

長期借入金 5,956 14,069

資産除去債務 20,645 －

固定負債合計 106,601 14,069

負債合計 865,514 813,692

純資産の部   

株主資本   

資本金 332,905 332,905

資本剰余金 282,905 282,905

利益剰余金 1,199,769 937,355

自己株式 △280 －

株主資本合計 1,815,300 1,553,165

純資産合計 1,815,300 1,553,165

負債純資産合計 2,680,815 2,366,858
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,265,455

売上原価 171,603

売上総利益 1,093,851

販売費及び一般管理費 335,403

営業利益 758,448

営業外収益  

受取利息 10,789

為替差益 878

その他 1,954

営業外収益合計 13,622

営業外費用  

支払利息 5,379

支払手数料 51,558

社債発行費 1,959

営業外費用合計 58,898

経常利益 713,173

特別損失  

固定資産除却損 127

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,362

特別損失合計 6,490

税引前四半期純利益 706,682

法人税、住民税及び事業税 224,507

法人税等調整額 65,847

法人税等合計 290,355

四半期純利益 416,327

㈱ＦＰＧ（7148）　平成23年９月期　第２四半期決算短信

6



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 553,306

売上原価 41,198

売上総利益 512,108

販売費及び一般管理費 169,249

営業利益 342,859

営業外収益  

受取利息 1,402

受取手数料 601

為替差益 867

その他 73

営業外収益合計 2,945

営業外費用  

支払利息 1,685

支払手数料 1,980

社債発行費 1,959

営業外費用合計 5,626

経常利益 340,178

税引前四半期純利益 340,178

法人税、住民税及び事業税 140,402

法人税等調整額 △7,901

法人税等合計 132,501

四半期純利益 207,676
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 706,682

減価償却費 10,739

固定資産除却損 127

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,362

社債発行費 1,959

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,846

受取利息 △10,789

支払利息 5,379

為替差損益（△は益） △926

売上債権の増減額（△は増加） △6,828

貯蔵品の増減額（△は増加） △419

商品出資金の増減額(△は増加） 1,405,662

仕入債務の増減額（△は減少） 28,811

前受金の増減額（△は減少） △276,192

その他 12,336

小計 1,887,754

利息の受取額 10,789

利息の支払額 △8,091

法人税等の支払額 △367,733

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,522,718

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,893

子会社株式の取得による支出 △43,040

敷金及び保証金の差入による支出 △15,586

その他 194

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,326

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（△は減少） 365,600

長期借入金の返済による支出 △26,129

社債の発行による収入 98,040

配当金の支払額 △153,183

シンジケートローン手数料の支払額 △50,000

自己株式の取得による支出 △280

財務活動によるキャッシュ・フロー 234,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,691,366

現金及び現金同等物の期首残高 482,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,174,323
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  該当事項はありません。  

   

  

  該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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