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東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 

当社は、本日、平成 23 年 10 月３日に東京証券取引所市場第二部へ上場いたしました。 

今後も皆様方のご期待にお応えすべく、業容の拡大と企業価値の向上を目指す所存でござ

いますので、引き続きご指導とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、当社の当期の業績予想は、以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきま

しては、別添のとおりであります(※)。 

 

※ 別添資料は平成 23 年７月 26 日に公表いたしました「平成 23 年９月期第３四半期決算短信」であります。

当該別添資料における業績予想に関する数値も、同日公表時点での予想数値を記載しております。なお、

当社は平成 23 年９月 12 日に業績予想の修正を公表しており、下表の予想数値は、当該修正後の数値に基

づいております。 

 

【単体】                                 （単位：百万円・％） 

 

 

平成 23 年９月期 

（予想） 

平成 23 年９月期 

第３四半期累計期間（実績）

平成 22 年９月期 

（実績） 

 構成比 前期比  構成比  構成比 

売 上 高 1,979 100.0 122.1 1,472 100.0 1,621 100.0

営 業 利 益 1,028 52.0 125.2 773 52.6 821 50.7

経 常 利 益 955 48.3 123.5 717 48.7 773 47.7

当期（四半期）純利益 545 27.6 122.7 414 28.2 444 27.4

１株当たり当期（四半期）純利益 221 円 52 銭 168 円 40 銭 
416 円 95 銭 

（208 円 48 銭） 

１株当たり配当金 62 円 50 銭  ― 
125 円 00 銭 

（ 62 円 50 銭） 

（注）1. 当社は連結財務諸表を作成しておりません。  

2. 平成 23 年９月期、平成 23 年９月期第３四半期累計期間及び平成 22 年９月期の１株当たり当期（四半

期）純利益は期中平均発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。 

3. 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

に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を（ ）内に記載しております。 
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平成23年 9月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成23年7月26日 

上 場 会 社 名 株式会社ＦＰＧ 上場取引所  大 
コ ー ド 番 号 7148 ＵＲＬ http://www.fpg.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 谷村 尚永 
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 久保出 健二 (TEL)03(5288)5691 
四半期報告書提出予定日 平成23年8月8日   
配当支払開始予定日 ― 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 
四半期決算説明会開催の有無 ：有（個人投資家向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年9月期第3四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日） 
（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3四半期 1,472  30.7 773  36.3 717  34.9 414  35.6
22年 9月期第3四半期 1,126    ― 567    ― 531    ― 305    ―

 

 
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3四半期 168.40 159.82
22年 9月期第3四半期 289.60 ―

当社は平成23年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しております。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22年9月期第3四半期の1株当たり四半期純利益は144円80銭です。 
また当社は、22年9月期より第3四半期の業績開示を行っているため、22年9月期第3四半期の増減率については記載しておりません。 

 
（２）財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

23年 9月期第3四半期 7,660 1,813 23.7 736.55
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3四半期        1,813百万円 22年9月期         1,553百万円 

当社は平成23年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しております。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22年9月期の1株当たり純資産は630円70銭です。 

 
 
２．配当の状況 

 
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   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

当社は平成23年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しており、23年9月期（予想）の期末及び合計の62円50銭については、当
該株式分割を反映しております。なお、22年9月期の期末及び合計の125円00銭は、株式分割反映前の数値ですが、当該株式分割を反映した場
合には、62円50銭となります。 

 
 
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） 

 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

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 
当社は平成23年4月 1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しており、平成23年 9月期の業績予想における1株当たり当期純利

益については、当該株式分割を反映しております。



 

 

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

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 2,462,600株 22年9月期 1,231,300株

② 期末自己株式数 23年9月期3Ｑ 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3Ｑ 2,462,436株 22年9月期3Ｑ 1,056,000株

（注）当社は平成23年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しております。 

 

 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間（平成22年10月１日から平成23年６月30日まで）における世界経

済は、中国・インドを中心とした新興国では景気の拡大が続いており、欧米等の先進国に

ついても緩やかな景気の回復が続いております。一方、日本経済は、景気の持ち直し傾向

がみられたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、今後の景気

回復の先行きに不透明さが増す等、依然として厳しい状況が続いております。 

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、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は依然

として厳しいものの、投資家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

要は高く推移しており、総じて良好な販売環境となりました。一方で、組成環境につきま

しては、投資家の高い需要により、結果として市場のリース事業案件の品薄感が強まるな

ど、総じて厳しく推移したものの、海外案件については、世界経済の回復を背景に、その

組成環境にも回復の傾向がみられました。 

このように組成環境に厳しさがある中、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、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。特に当社が強みをもつ海外案件

について、その組成に注力しました。 

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30億円に増額した他、その他の金融機関との取引拡大に努

めたことから、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向上し、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、海外賃借人との取引増加、新規賃借人との取引の開始、当社にと

って初めてとなる航空機を対象としたオペレーティング・リース事業を開始するなど、当

第３四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36,150百

万円（前年同期比91.2％増）と好調な結果となりました。 

また匿名組合契約に基づく権利の販売につきましては、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。その結果、当第３四半期累計期

間における匿名組合契約に基づく権利の販売額は9,667百万円（前年同期比80.5％増）と好

調な結果となりました。  

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、販売ネットワークのより一

層の強化を図るため、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

始した他、平成23年７月から金融商品仲介業を開始しており、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３四半期累計期間における売上高は1,472百万円（前年同期比30.7％

増）、売上総利益は1,277百万円（前年同期比32.4％増）となりました。 

また販売費及び一般管理費は、業容拡大による人員の増加により503百万円（前年同期

比26.9％増）となりましたが、売上増加によりコスト増加を吸収した結果、営業利益は773

百万円（前年同期比36.3％増）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70百万円（前年同期比38.2％増）を計上した

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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こと等により、経常利益は717百万円（前年同期比34.9％増）、法人税等を控除した四

半期純利益は414百万円（前年同期比35.6％増）となりました。 

  

（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３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて5,293百万円増加し、7,660

百万円となりました。 

 これは主に、積極的なリース事業の組成を行ったことにより、匿名組合契約に基づく権

利の一時的な立替取得額が増加し、当該匿名組合契約に基づく権利を計上する商品出資金

が前事業年度末に比べ3,948百万円増加したこと、また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1,136百万円増加したことに

よるものであります。 

 負債合計は前事業年度末に比べて5,033百万円増加し、5,847百万円となりました。 

 これは主に、匿名組合契約に基づく権利の立替資金等として、短期借入金が前事業年度

末に比べ4,687百万円増加したこと、また第４四半期以降に販売する商品出資金に係る手

数料等の前受金が、前事業年度末に比べ426百万円増加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260百万円増加し1,813百万円となりました。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414百万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３四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1,136百万円増加し、1,619百万円となりました。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） 

 営業活動の結果使用した資金は前年同期よりも2,748百万円増加し、3,346百万円となり

ました。 

 これは主に、税引前四半期純利益710百万円（前年同期比178百万円増加）の計上や、前

受金の増加426百万円（前年同期比148百万円増加）があったものの、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増加したことから、商品出資金の増加による資金支

出が、3,948百万円（前年同期比2,529百万円増加）あったこと、また法人税等の支払額が

564百万円（前年同期比486百万円増加）あったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は前年同期よりも33百万円増加し、70百万円となりまし

た。 

 これは主に、オペレーティング・リース事業を行うＳＰＣ等に利用するための子会社株

式の取得による支出47百万円（前年同期比32百万円増加）があったことによるものです。 

（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前年同期よりも3,976万円増加し、4,552百万円となりま

した。 

 これは主に、配当金の支払額153百万円（前年同期比142百万円増加）、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（前年同期比15百万

円増加）、長期借入金の返済による支出28百万円（前年同期比149百万円減少）があった

ものの、匿名組合契約に基づく権利の立替資金等としての短期借入金が前事業年度末に比
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べ4,687百万円増加（前年同期比3,886百万円増加）したことや、社債の発行による収入98

百万円（前年同期比98百万円増加）があったことによるものです。   

（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３四半期の業績は、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、組成環境に厳しさがある中、当社が強みをもつ海外案件に注力しつつ、引

き続き新規組成に向けて努力するとともに、第３四半期会計期間に組成した案件につい

て、第４四半期以降の販売状況を見極める必要があることから、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43,112百万円（平成23年４月26日公表時は、41,726百万円）、匿名組合契約に基づく

権利の販売額は12,967百万円（平成23年４月26日公表時は、11,737百万円）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３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は2,814千円減少し、税引前四半

期純利益は9,176千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３四半期会計期間末 
(平成23年６月30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 1,619,678 482,956

売掛金 13,638 2,564

貯蔵品 1,829 990

商品出資金 5,353,962 1,405,662

繰延税金資産 128,225 89,896

その他 158,651 71,328

流動資産合計 7,275,984 2,053,399

固定資産   

有形固定資産 98,847 92,623

無形固定資産 2,282 3,399

投資その他の資産 283,574 217,436

繰延税金資産 25,418 21,683

その他 258,156 195,752

固定資産 384,703 313,458

資産合計 7,660,687 2,366,858

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,037 945

短期借入金 4,687,100 －

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 143,248 374,978

前受金 702,740 276,264

賞与引当金 12,041 －

その他 124,583 119,255

流動負債合計 5,742,916 799,623

固定負債   

社債 80,000 －

長期借入金 3,415 14,069

資産除去債務 20,697 －

固定負債合計 104,112 14,069

負債合計 5,847,028 813,692

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 1,198,128 937,355

自己株式 △280 －

株主資本合計 1,813,658 1,553,165

純資産合計 1,813,658 1,553,165

負債純資産合計 7,660,687 2,366,858
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,126,298 1,472,515

売上原価 161,159 194,707

売上総利益 965,138 1,277,807

販売費及び一般管理費 397,228 503,920

営業利益 567,910 773,887

営業外収益   

受取利息 12,603 11,072

為替差益 － 720

その他 2,290 2,240

営業外収益合計 14,893 14,033

営業外費用   

支払利息 13,313 15,292

社債利息 － 196

支払手数料 36,604 53,040

社債発行費 － 1,959

為替差損 1,103 －

営業外費用合計 51,020 70,488

経常利益 531,783 717,432

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

関係会社株式評価損 － 540

特別損失合計 － 7,030

税引前四半期純利益 531,783 710,401

法人税、住民税及び事業税 315,220 337,778

法人税等調整額 △89,257 △42,062

法人税等合計 225,963 295,716

四半期純利益 305,820 414,685
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 241,059 207,060

売上原価 40,056 23,104

売上総利益 201,002 183,956

販売費及び一般管理費 141,962 168,516

営業利益 59,040 15,439

営業外収益   

受取利息 779 283

受取手数料 361 215

その他 197 70

営業外収益合計 1,339 569

営業外費用   

支払利息 1,726 9,912

社債利息 － 196

支払手数料 5,144 1,481

為替差損 6,077 158

営業外費用合計 12,949 11,748

経常利益 47,430 4,259

特別損失   

関係会社株式評価損 － 540

特別損失合計 － 540

税引前四半期純利益 47,430 3,719

法人税、住民税及び事業税 102,068 113,271

法人税等調整額 △80,098 △107,910

法人税等合計 21,970 5,361

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,459 △1,641
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30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 531,783 710,401

減価償却費 16,344 16,156

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） 7,786 12,041

受取利息 △12,603 △11,072

関係会社株式評価損 － 540

支払利息 13,313 15,292

社債利息 － 196

為替差損益（△は益） 1,307 △867

売上債権の増減額（△は増加） 650 △11,073

貯蔵品の増減額（△は増加） － △838

商品出資金の増減額(△は増加） △1,419,084 △3,948,299

仕入債務の増減額（△は減少） 17,421 42,092

前受金の増減額（△は減少） 277,768 426,476

その他 48,502 △35,119

小計 △516,810 △2,775,624

利息の受取額 12,603 11,072

利息の支払額 △15,117 △16,962

法人税等の支払額 △78,548 △564,753

営業活動によるキャッシュ・フロー △597,873 △3,346,268

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 △21,840 △7,893

子会社株式の取得による支出 △14,744 △47,476

敷金及び保証金の差入による支出 △394 △15,586

その他 △11 194

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,990 △70,761

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） 800,600 4,687,100

長期借入金の返済による支出 △178,667 △28,670

社債の発行による収入 － 98,040

配当金の支払額 △10,560 △153,307

シンジケートローン手数料の支払額 △34,500 △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 576,873 4,552,883

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,307 867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,298 1,136,721

現金及び現金同等物の期首残高 731,718 482,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 672,420 1,619,678
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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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