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1.  平成23年9月期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

23年9月期 6,988 101.7 1,276 ― 1,220 ― 1,404 ―
22年9月期 3,465 △66.6 △2,506 ― △2,604 ― △2,172 ―

（注）包括利益 23年9月期 1,236百万円 （―％） 22年9月期 △2,511百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年9月期 1,168.69 1,168.05 45.3 16.2 18.3
22年9月期 △1,798.88 ― △61.2 △22.5 △72.3

（参考） 持分法投資損益 23年9月期  ―百万円 22年9月期  ―百万円

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 7,682 4,870 48.9 3,152.23
22年9月期 7,352 3,164 33.3 2,024.72

（参考） 自己資本   23年9月期  3,756百万円 22年9月期  2,446百万円

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

23年9月期 1,953 △631 △413 1,711
22年9月期 626 △2,281 △3,376 829

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年9月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00 120 8.6 3.9
24年9月期(予想) ― 0.00 ― 100.00 100.00 ―

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）平成24年９月期第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 3,560 △49.1 80 △93.7 150 △87.7 280 △80.1 234.59



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、23ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 1,209,043 株 22年9月期 1,208,135 株
② 期末自己株式数 23年9月期 ― 株 22年9月期 ― 株

③ 期中平均株式数 23年9月期 1,200,992 株 22年9月期 1,208,135 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年9月期の個別業績（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

23年9月期 4,474 332.8 1,261 ― 1,244 ― 1,563 ―
22年9月期 1,033 △78.7 △1,628 ― △1,605 ― △2,598 ―

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

23年9月期 1,293.82 1,293.11
22年9月期 △2,150.57 ―

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 6,910 3,894 56.1 3,205.90
22年9月期 8,234 2,331 28.1 1,912.05

（参考） 自己資本 23年9月期  3,876百万円 22年9月期  2,310百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続
は終了していません。 

※ 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、添付資
料２ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

＜当期の経営成績＞ 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響を受けて低下した生産や輸出が回復する

なかで、持ち直してきているものの、欧州における財政危機リスクや円高の長期化、海外景気の減速によ

り、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

このような経済環境において、当社グループは事業の主軸をアセットファイナンスの組成アレンジメン

ト及びこれに対するプリンシパルファイナンスから、企業投資を中心とする投資銀行事業やプリンシパル

ファイナンス事業、アセットマネジメント・アドバイザリー事業に移行させております。このような方針

及びそれに伴う体制変更を行ったことで、不動産アセットに対する投資は減少傾向で推移しましたが、企

業に対する投資は期初より着実に増加しております。また、財務アドバイザリー業務やファイナンスアレ

ンジメントを提供する顧客企業の増加や、投資運用会社であるFGIキャピタル・パートナーズ㈱を子会社化

したことなどにより投資運用受託残高が拡大したことで、フィー収入は前連結会計年度実績より増加いた

しました。一方、企業投資実行後は、投資先企業に対する経営指導による経営管理報酬及び企業価値向上

後の持分売却益が収入源でありますが、当連結会計年度においてはエグジットがなく投資回収には至りま

せんでしたが、価値が向上している投資先企業もあり、今後エグジットを適宜検討して参ります。 

以上の様に企業を支援し、これに投資するブティック型投資銀行としての業務を展開して参りましたが、

今後も当社グループは、当社の自己資金で少額投資を多く実行するとともに、投資先企業にはハンズオン

で経営コンサルティング、ビジネスマッチングなどを行い育成することで、価値向上を図るという、新た

な収益モデルを深耕して参ります。 

これらの事業推進やプリンシパルファイナンスの債権回収時に取得した不動産売却により、当連結会計

年度の売上高は6,988百万円（前連結会計年度比101.7％増）となりました。営業損益については、売上高

の増加と前連結会計年度比で貸倒損失等や人件費、経費が減少したことなどにより、1,276百万円の営業利

益（前連結会計年度は2,506百万円の損失）となり、経常利益は1,220百万円（前連結会計年度は2,604百万

円の損失）となりました。また、特別利益に貸倒引当金戻入益168百万円及び新株予約権付社債償還益298

百万円、特別損失に投資有価証券売却損226百万円を計上したことにより、当期純利益は1,404百万円（前

連結会計年度は2,172百万円の損失）となりました。 

 

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

①投資銀行事業 

当事業を行うフィンテック グローバル証券㈱は当社グループの投資銀行部門を担い、顧客ニーズに対応

することに特化したブティック型インベストメントバンクです。大型化した金融機関とは一線を画し、徹

底して顧客ニーズに対応し、財務アドバイザリー（ＦＡ）業務やファイナンスアレンジメントを行います。

当連結会計年度においては、ＦＡ業務提供先の深耕、および新規ＦＡ先の獲得に注力し、さらに派生的に

ＦＡ業務受託先よりファイナンスアレンジメント業務を受託しております。 

なお、同社で見出された投融資機会に対し当社グループが投融資を実行するとともに、投資運用子会社

に対してもアセットマネジメント業務などの収益機会が提供されることで、グループ全体の収益拡大に貢

献しております。 

 

以上の結果、投資銀行事業の売上高は415百万円、営業利益は91百万円となりました。 

 

②アセットマネジメント・アドバイザリー事業 

当事業はフィンテックアセットマネジメント㈱及び第３四半期に子会社化したＦＧＩキャピタル・パー

トナーズ㈱の業績を取り込んでおります。 

フィンテック アセットマネジメント㈱は、アセットマネジメント業務を中心とした不動産関連業務及び

経営支援業務を行っております。不動産関連業務では、物件ソーシングからファイナンスアレンジ、ファ

ンド組成、アセットマネジメント（ＡＭ）など不動産における様々なソリューションを提供しており、当

社グループの国内外のネットワークで見出される 適な不動産投資戦略を投資家に提案しております。ま

た、経営支援業務では、財務改善や組織再編の相談助言、スポンサー業務、経営コンサルなどを展開して

おります。当連結会計年度においては、リファイナンスアレンジメントを伴う新規アセットマネジメント

案件等を受託する一方、前連結会計年度より受託してきた不動産アセットマネジメント案件でパフォーマ

ンスフィーを売上計上しております。 

ＦＧＩキャピタル・パートナーズ㈱は、ヘッジファンドとベンチャー投資運用に特化した投資運用会社
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です。ヘッジファンドであるグローバル・マクロ運用は、アジア太平洋地域の為替・金利に焦点を当てた

ことで従来のマクロファンドとは低相関であり、流動性と透明性を重視した運用を行っております。ベン

チャー投資運用では、日本を含むアジアでのテクノロジー・ベンチャー企業に注目し、投資ならびに投資

先の経営指導等を行っております。当連結会計年度は、主力ファンドのグローバル・マクロの運用資産が

大きな為替変動があったにも係らず、年度を通じて増加基調で推移しました。ベンチャー投資運用では、

更なる投資家招聘や運用先企業の経営指導を進めるとともに、運用先企業間のビジネスマッチングも行い、

投資先企業相互の企業価値向上に努めました。 

 

以上の結果、アセットマネジメント・アドバイザリー事業の売上高は446百万円、営業損失は52百万円と

なりました。 

 

③プリンシパルファイナンス事業 

当事業は、当社プリンシパルインベストメント事業部が、自己投融資事業を行っております。グループ

会社がＦＡ業務やＡＭ業務を行う中で見出される投資機会にリスクリターンを見極めて、ファイナンスを

実行します。当連結会計年度は、顧客企業所有資産の一時的な買取を行った不動産投資案件を収益計上す

るほか、不動産市況低迷期において、プリンシパルファイナンスの債権回収時に取得した不動産の売却処

理により当事業では31億円の売上を計上しました。 

なお、当事業においては、これまで中心であったアセットファイナンスや不動産セクターの事業会社へ

のファイナンスから、潜在性・将来性豊かな上場/未上場企業・事業に対するファイナンスに軸足を移して

おり、それらの企業の再生・発展を支援し企業価値を高めることで、将来収益の拡大を目指す投資戦略を

強化、推進しております。 

また、アジア（特に中国）企業の日本進出や日本企業との取引に関するファイナンスアレンジ案件や、

またその逆の案件の引合いが増加しており、当社国際事業部及び中国現地法人がそのサポートを行い、そ

れらのファイナンスアレンジ案件を具現化しつつあります。 

 

以上の結果、プリンシパルファイナンス事業の売上高は3,996百万円、営業利益は1,865百万円となりま

した。 

 

④その他投資先事業 

当事業は、コア事業以外の純投資を目的とした事業会社による収益を計上しており、プリンシパルファ

イナンス事業の一部といえるセグメントであります。 

 

㈱ベルスでは、東日本大震災の影響による建築資材調達困難による不動産の引き渡し遅延や消費マイン

ドの低迷等、取り巻く環境は厳しい状況となりましたが、支援サービス提供先企業やアライアンスパート

ナーを積極的に開拓、拡大し営業基盤を強化すると共に、顧客のニーズに対応した広告及びキャンペーン

を実施することにより、外部環境の影響を 小限に抑える事ができました。 

部門別では、賃貸市場下落により不採算化したサブリース物件からの撤退及び得意先企業のリストラ及

び異動の減少により、賃貸サービス部門の収入が計画を下回ったものの、持ち家サービス部門は、提携デ

ベロッパーの契約引き渡し件数及び広告収入の大幅増により部門計画を達し、業績を牽引致しました。こ

の結果、同社単体の売上高は518百万円（前連結会計年度比5.2％減）となったものの、経費削減策も奏功

し、営業利益は58百万円（前連結会計年度比52.3%増）となりました。 

 

Crane Reinsurance Limitedは、引き続きHardy Underwriting Bermudaのロイズ・シンジケート382から

傷害保険等のリスクを引き受けております。同社単体の売上高（再保険引受収入）は新規契約増加等によ

り前連結会計年度比186.3％増の1,408百万円となったものの、同時に既経過保険料の増加に伴う支払準備

金の増加があり、営業利益は124百万円（前連結会計年度は52百万円の損失）となりました。（平成23年3

月11日に発生した東日本大震災による業績への影響は本決算では限定的でありました。） 

なお、CraneはHardy社より平成23年１月以降の新規契約については継続しないとの通知を受けておりま

す。このため、国内元受団体との強力なリレーションのもと、平成24年１月に開始する新たな再保険契約

に向け、Craneへの出再する再保険会社を探索しておりますが、決算発表日（平成23年11月14日）時点にお

いて新たな契約には至っておりません。 

 

これらの主な子会社及び他の子会社の経営成績により、その他投資先事業の売上高は1,927百万円、営業

利益は31百万円となりました。 
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⑤公共財関連事業 

㈱パブリック・マネジメント・コンサルティングは、公会計事業と公共ファイナンス事業を行っており

ます。公会計事業では、地方自治体に対し公会計（基準モデル）導入のためのソフトウェアの提供、固定

資産台帳及び財務諸表作成の支援コンサルティング業務を展開しております。新たな取組みである公共フ

ァイナンス事業では、地方自治体の資産更新問題等に対応する資金調達のアレンジや資産流動化等の提案

をグループ会社とともに行っております。当連結会計年度においては、平成24年度予算獲得のため、地方

自治体営業に注力しましたが、総務省の｢今後の新地方公会計の推進に関する研究会｣の動向を見守る地方

自治体が多いことから、下半期の契約が進みませんでした。また、公会計ソフト納入先に｢財政支援ツール 

改革｣の販売を強化するほか、公共ファイナンス事業では東北震災地のファイナンス支援及び地方都市の市

街地活性化ファイナンスを推進するための取組みを開始しております。 

 

以上の結果、公共財関連事業の売上高は202百万円となりましたが、営業人員増などにより営業損失は42

百万円となりました。 

 

 

＜次期の見通し＞ 

当社グループは、上記に記載のとおり、平成23年９月期に企業投資をメインビジネスとした事業を展開

してきましたが、平成24年９月期においてもこの方針を継続させて参ります。 

投資銀行事業については人材を集中させ、顧客基盤を拡大させることで当事業はもとより当社グループ

全体への収益拡大を企図しております。アセットマネジメント・アドバイザリー事業は、運用戦略の多様

化や投資家へのアプローチを活発化させることで運用受託資産を拡大し、収益基盤の安定化を図ります。

プリンシパルファイナンス事業においては前期に担保不動産の売却があった影響で当期は大幅な減収とな

るものの、企業投資とその価値向上のための活動を継続し、将来の収益向上を企図します。また、その他

投資先企業へも経営支援を通じ、事業拡大を企図しておりますが、Crane Reinsurance Limiedの平成24年

１月からの新規の再保険引受については、新規契約のための交渉中であるため、現時点においては計画値

に反映せず、過年度の再保険契約を基にした保険料収入のみを見込んでおります。公共財関連事業につい

ては、営業強化により売上拡大を企図するとともに、業務の効率化による収益性の改善や公共財ビジネス

の早期確立により収益拡大を見込んでおります。 

この他、投資先企業について長期保有方針が明確となったものを新たに持分法適用関連会社とすること

で、当該関連会社の収益を営業外収益に計上することを見込むとともに、債権回収による特別利益の計上

見込と少数株主持分損益を織り込む予定であります。 

以上の考え方により、平成24年９月期における通期の連結業績は、売上高3,560百万円、売上総利益

2,110百万円、営業利益80百万円、経常利益150百万円、当期純利益280百万円を見込んでおります。第２四

半期連結累計期間の業績予想につきましては、個別案件の計上時期に流動的な要素が多く、適切な予想値

を開示することが困難であるため、記載しておりません。 

 

※次期の見通しに関する留意事項 

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1,394百万円増加し、6,656百万円となり

ました。これは主として、販売用不動産が1,210百万円、営業投資有価証券が3,957百万円（うち直接償却

による減少は4,549百万円）、営業貸付金が2,610百万円（うち直接償却による減少は2,155百万円）減少し

たものの、現金及び預金が974百万円、未収入金が1,371百万円増加し、貸倒引当金が6,782百万円減少（う

ち直接償却による減少は6,705百万円）したことによるものであります。なお、直接償却の影響を除いた増

減額は、営業投資有価証券は592百万円の増加、営業貸付金は454百万円の減少、貸倒引当金は76百万円の

減少となっております。 
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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1,064百万円減少し、1,026百万円となり

ました。これは主として、子会社所有の当社新株予約権付社債の買入消却により投資有価証券が1,079百万

円減少したことによるものであります。 

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71百万円減少し、1,176百万円となりまし

た。これは主として１年内返済予定の長期借入金が43百万円、未払費用が98百万円減少したものの、未払

金が208百万円増加したことによるものであります。 

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1,305百万円減少し、1,635百万円となり

ました。これは主として買入消却により新株予約権付社債が1,200百万円、当社新株予約権付社債を担保と

した借入の返済等により長期借入金が981百万円減少したものの、Crane Reinsurance Limitedの再保険事

業にかかる保険契約準備金が844百万円増加したことによるものであります。 

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1,706百万円増加し、4,870百万円となりま

した。これは主として、当社の減資による欠損填補等や当期純利益1,404百万円の計上により、資本金が8,

451百万円、資本剰余金が10,346百万円減少し利益剰余金が20,210百万円増加したことによるものでありま

す。 

 

以上の結果、当連結会計年度末における総資産は7,682百万円、負債は2,811百万円、純資産は4,870百万

円となり、自己資本比率は48.9％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」といいます。）は、1,711百万円（前連

結会計年度末比881百万円の増加）となりました。 

 

①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増加は、1,953百万円（前連結会計年度は626百万円の増加）となりました。これ

は主に、貸倒引当金の減少により6,782百万円、未収入金の増加により1,350百万円減少したものの、税金

等調整前当期純利益により1,411百万円、営業投資有価証券の減少により3,850百万円、たな卸資産の減少

により1,414百万円、営業貸付金の減少により2,610百万円増加したことによるものであります。 

 

②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、631百万円（前連結会計年度は2,281百万円の減少）となりました。これ

は主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出により357百万円減少したことによるもので

あります。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による資金の減少は、413百万円（前連結会計年度は3,376百万円の減少）となりました。これ

は主に、長期借入金の返済による支出により127百万円、新株予約権付社債の買入消却を実施したことによ

る支出により901百万円減少したものの、少数株主からの払込みによる収入により635百万円増加したこと

によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年９月 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期

自己資本比率（％） 27.6 21.3 29.5 33.3 48.9

時価ベースの自己資本比率

（％） 
46.8 6.8 21.8 41.1 47.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － 450.1 103.6 385.7 9.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 28.2 34.0 40.5 12.8
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 （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

（平成19年２月に発行したゼロクーポンのユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を含む）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19年９月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、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。 

 

(3) 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に留

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。 

 当期においては当期の業績や今後の業績見通し、内部留保、今後の事業展開等を総合的に勘案した結果、

復配の目処がついたと判断されることから、１株当たり100円の期末配当を実施させていただくことといた

しました。また、平成24年９月期の配当予想については、当期に引き続き期末配当金で１株当たり100円と

させていただきます。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 
 該当事項はありません。 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社のコーポレートアイデンティティは「すべての産業界へ革新的なストラクチャードファイナンスの

効用を浸透させる」であります。金融環境の変化に応じた先端的・革新的な金融商品や｢仕組み｣を作り、

多様化する顧客のファイナンス・ニーズに対応するとともに、顧客の企業価値、資産価値の 大化を通じ

て、関係するすべてのステークホルダーの満足を実現してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、下記（３）の経営戦略の実行により各事業を強力に推進することで収益の拡大安定化

を図ってまいります。多様化する顧客のファイナンス・ニーズに対して的確なソリューションを提供する

ことで収益機会を生み出し、ＲＯＥ（株主資本利益率）の向上に努める方針です。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社グループは、近年、収益モデルの抜本的な転換を進めており、事業の主軸をアセットファイナンス

に係るビジネスから企業投資をメインとしたビジネスに変化させて参りました。中堅企業への経営参画・

企業再生・ベンチャー育成・資金調達アレンジ等の業務を提供する投資銀行事業やプリンシパルファイナ

ンス事業を通じて企業投資を加速しております。そしてこれを相互補完しつつ投資運用受託（アセットマ

ネジメント・アドバイザリー事業）の拡充を図り、投資家市場におけるプレゼンスを高めております。こ

れらの事業により、財務アドバイザリー報酬、経営指導報酬及び運用受託報酬等のフィー収入、企業価値

向上後の売却によるキャピタルゲイン、子会社化や持分法適用による収益取込などにより、長期的な企業

成長を図って参ります。さらには、グループ全体での業務効率化やコストの見直しを一層推し進めること

で、業績向上に努めて参ります。 

また、当社グループには金融商品取引業者が複数存在することから金融商品取引法などの関連法令・諸

規則を遵守し、高度なコンプライアンス態勢の構築が経営上 重要課題であると認識しております。事業

拡大に対応したグループ各社の内部管理態勢を構築、運用していくとともに、グループ横断的なコンプラ

イアンス態勢を今後更に一層強化することで、持続的成長の基盤を作って参ります。 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 829,661 ※2  1,804,161

売掛金 67,083 125,682

営業投資有価証券 5,960,043 ※1  2,002,744

販売用不動産 1,630,622 420,531

繰延税金資産 1,083 1,049

営業貸付金 ※3  5,317,419 2,707,235

未収入金 － 1,563,973

その他 329,447 122,286

貸倒引当金 △8,873,539 △2,091,453

流動資産合計 5,261,820 6,656,212

固定資産   

有形固定資産   

建物 179,543 150,544

減価償却累計額 △80,036 △52,871

建物（純額） 99,507 97,672

工具、器具及び備品 176,391 203,735

減価償却累計額 △125,844 △131,999

工具、器具及び備品（純額） 50,546 71,736

有形固定資産合計 150,054 169,408

無形固定資産   

のれん 402,794 473,509

その他 39,767 29,335

無形固定資産合計 442,561 502,844

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2, ※5  1,163,636 ※1  84,033

敷金及び保証金 221,535 201,255

その他 ※1  112,821 ※1  68,740

投資その他の資産合計 1,497,993 354,029

固定資産合計 2,090,609 1,026,282

資産合計 7,352,430 7,682,494
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,175 24,356

短期借入金 66,000 55,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  125,000 ※2  81,837

未払金 92,750 301,649

未払費用 152,530 54,312

未払法人税等 32,150 15,812

預り金 497,764 490,755

賞与引当金 42,578 26,251

その他 224,770 126,567

流動負債合計 1,247,720 1,176,541

固定負債   

新株予約権付社債 1,200,000 －

長期借入金 ※2  1,026,449 ※2  45,157

繰延税金負債 56,802 74,123

退職給付引当金 71,834 86,097

保険契約準備金 442,437 1,286,699

その他 142,629 142,985

固定負債合計 2,940,154 1,635,063

負債合計 4,187,874 2,811,604

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,764,317 2,312,384

資本剰余金 10,351,900 5,183

利益剰余金 △18,538,744 1,671,501

自己株式 － △52,412

株主資本合計 2,577,473 3,936,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － △629

為替換算調整勘定 △130,878 △179,243

その他の包括利益累計額合計 △130,878 △179,872

新株予約権 21,811 18,091

少数株主持分 696,149 1,096,015

純資産合計 3,164,555 4,870,890

負債純資産合計 7,352,430 7,682,494
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

投資銀行事業 ※1  316,618 －

再保険保証事業 ※2  834,388 －

不動産関連事業 2,141,928 －

その他事業 172,562 －

売上高合計 3,465,497 6,988,197

売上原価 2,530,057 3,479,193

売上総利益 935,439 3,509,003

販売費及び一般管理費   

役員報酬 291,245 167,276

給料及び手当 552,092 449,657

貸倒引当金繰入額 － 93,191

賞与引当金繰入額 68,626 66,308

退職給付費用 35,303 32,983

減価償却費 73,840 55,076

地代家賃 245,846 237,662

支払手数料 562,265 605,006

のれん償却額 144,091 115,418

貸倒損失 823,857 6,991

その他 645,122 ※3  402,741

販売費及び一般管理費合計 3,442,291 2,232,314

営業利益又は営業損失（△） △2,506,852 1,276,688

営業外収益   

受取利息 11,786 5,802

為替差益 31,277 －

確定拠出年金返還金 9,110 1,261

受取地代家賃 － 2,907

その他 13,632 3,969

営業外収益合計 65,807 13,940

営業外費用   

支払利息 36,414 40,038

有価証券運用損 80,932 －

支払手数料 44,636 2,685

為替差損 － 27,003

その他 1,191 1

営業外費用合計 163,174 69,728

経常利益又は経常損失（△） △2,604,219 1,220,900
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入益 134,828 168,020

新株予約権付社債償還益 448,186 298,800

持分変動利益 － 89,762

その他 36,905 33,045

特別利益合計 619,920 589,628

特別損失   

出資金評価損 － 44,629

子会社整理損 291,403 －

固定資産除却損 － ※4  49,157

投資有価証券売却損 － 226,874

投資有価証券評価損 0 16,968

関係会社株式売却損 1,805 125

特別退職金 13,988 14,739

その他 42,090 46,345

特別損失合計 349,287 398,839

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,333,586 1,411,689

法人税、住民税及び事業税 71,838 44,077

法人税等調整額 16,666 17,354

法人税等合計 88,505 61,432

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,350,257

少数株主損失（△） △249,258 △53,789

当期純利益又は当期純損失（△） △2,172,834 1,404,046
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,350,257

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △1,764

為替換算調整勘定 － △112,050

その他の包括利益合計 － ※2  △113,814

包括利益 － ※1  1,236,442

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,355,053

少数株主に係る包括利益 － △118,610
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,764,317 10,764,317

当期変動額   

新株の発行 － 2,365

減資 － △8,454,298

当期変動額合計 － △8,451,933

当期末残高 10,764,317 2,312,384

資本剰余金   

前期末残高 10,351,900 10,351,900

当期変動額   

新株の発行 － 14

減資 － 8,454,298

欠損填補 － △18,806,198

自己株式の処分 － 5,168

当期変動額合計 － △10,346,716

当期末残高 10,351,900 5,183

利益剰余金   

前期末残高 △16,353,913 △18,538,744

当期変動額   

欠損填補 － 18,806,198

当期純利益又は当期純損失（△） △2,172,834 1,404,046

連結子会社の減少による減少 △11,997 －

当期変動額合計 △2,184,831 20,210,245

当期末残高 △18,538,744 1,671,501

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △60,244

自己株式の処分 － 7,831

当期変動額合計 － △52,412

当期末残高 － △52,412

株主資本合計   

前期末残高 4,762,304 2,577,473

当期変動額   

新株の発行 － 2,379

当期純利益又は当期純損失（△） △2,172,834 1,404,046

自己株式の取得 － △60,244

連結子会社の減少による減少 △11,997 －

自己株式の処分 － 13,000

当期変動額合計 △2,184,831 1,359,182

当期末残高 2,577,473 3,936,656
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,477 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,477 △629

当期変動額合計 1,477 △629

当期末残高 － △629

為替換算調整勘定   

前期末残高 △107,466 △130,878

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,412 △48,364

当期変動額合計 △23,412 △48,364

当期末残高 △130,878 △179,243

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △108,944 △130,878

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,934 △48,993

当期変動額合計 △21,934 △48,993

当期末残高 △130,878 △179,872

新株予約権   

前期末残高 20,572 21,811

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,239 △3,720

当期変動額合計 1,239 △3,720

当期末残高 21,811 18,091

少数株主持分   

前期末残高 773,903 696,149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △77,754 399,866

当期変動額合計 △77,754 399,866

当期末残高 696,149 1,096,015

純資産合計   

前期末残高 5,447,836 3,164,555

当期変動額   

新株の発行 － 2,379

当期純利益又は当期純損失（△） △2,172,834 1,404,046

自己株式の取得 － △60,244

連結子会社の減少による減少 △11,997 －

自己株式の処分 － 13,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98,449 347,152

当期変動額合計 △2,283,280 1,706,334

当期末残高 3,164,555 4,870,890
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△2,333,586 1,411,689

減価償却費 153,810 57,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,354,769 △6,782,086

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,772 △16,327

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,193 14,263

受取利息 △11,789 △5,992

資金原価及び支払利息 68,332 89,292

子会社整理損 291,403 －

有価証券運用損益（△は益） 80,932 －

関係会社株式売却損益（△は益） 1,805 3

新株予約権付社債償還損益（△は益） △448,186 △298,800

売上債権の増減額（△は増加） 23,669 △46,280

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 26,331 3,850,814

たな卸資産の増減額（△は増加） △719,454 1,414,169

営業貸付金の増減額（△は増加） 6,019,299 2,610,184

未収入金の増減額（△は増加） 411,773 △1,350,132

仕入債務の増減額（△は減少） △8,915 10,181

未払金の増減額（△は減少） 16,729 193,078

未払費用の増減額（△は減少） 16,032 △51,850

前受金の増減額（△は減少） 153,669 △218,516

預り金の増減額（△は減少） 151,000 △29,804

保険契約準備金の増減額（△は減少） － 844,261

その他 174,981 439,581

小計 646,101 2,134,812

利息の受取額 16,263 5,992

利息の支払額 △15,495 △152,243

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △20,038 △35,156

営業活動によるキャッシュ・フロー 626,830 1,953,405

投資活動によるキャッシュ・フロー   

担保預金の預入による支出 － △92,816

有価証券の増減額（△は増加） 120,212 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 361,158 1,501

有形固定資産の取得による支出 △5,961 △83,356

投資有価証券の取得による支出 △2,895,138 △86,143

投資有価証券の売却による収入 18,882 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △357,631

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

320,111 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△115,635 －

出資金の払込による支出 △71,020 △3,020

敷金及び保証金の差入による支出 △3,762 －

敷金及び保証金の回収による収入 2,321 26,781

その他 △12,765 △36,667

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,281,596 △631,353
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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） △9,000 △27,900

長期借入れによる収入 907,451 －

長期借入金の返済による支出 △261,002 △127,004

少数株主からの払込みによる収入 289,120 635,931

配当金の支払額 △1,218 △254

社債の償還による支出 △4,301,500 △901,200

その他 － 7,378

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,376,149 △413,049

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,902 △27,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,046,818 881,683

現金及び現金同等物の期首残高 5,811,512 829,661

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 64,967 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  829,661 ※1  1,711,345
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 
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(6) 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21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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 12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㈱ 
Stellar Capital AG in Liquidation 
Crane Reinsurance Limited 
ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事業組
合４号 
FINTECH GIMV FUND,L.P.(FGF) 
㈱パブリック・マネジメント・コンサ
ルティング 
㈱ベルス 
 
 ㈱イントラストは売却により、連結
の範囲から除外しております。また、
㈲ブレナム・パートナーズ・ワンにつ
いては、清算が結了したため、連結の
範囲から除外しております。また㈱新
栄不動産開発は、当社が所有する同社
株式の一部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。 
 
 また、重要性が増したことなどによ
り、フィンテックアセットマネジメン
ト㈱を連結の範囲に含めております。
また、合同会社サンデュエル中山につ
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。 
 

 

(1) 連結子会社の数 13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㈱ 
Stellar Capital AG in Liquidation 
Crane Reinsurance Limited 
ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事業組
合４号 
FINTECH GIMV FUND,L.P.(FGF) 
㈱パブリック・マネジメント・コンサ
ルティング 
㈱ベルス 
フィンテックアセットマネジメント㈱
 
 株式を取得したことによりＦＧＩキ
ャピタル・パートナーズ㈱を連結の範
囲に含めております。また、サンデュ
エル稲里特定目的会社については、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。 
 
 また、アンタレスアセット合同会社
については清算により連結の範囲から
除外しております。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称 

ＦＧＩプロパティファンディング株式

会社 

フィンテック グローバル キャピタル

合同会社 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

  同左 

 (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。 

 

(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及

び関連会社数 

───── 

 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社数 

     ───── 

 

 (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 

ＦＧＩプロパティファンディング株式

会社 

フィンテック グローバル キャピタル

合同会社 

 

(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 

  同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

 (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 

 (4) ───── 

 

(4) 他の会社等の議決権の100分の20

以上、100分の50以下を自己の計算

において所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他の会

社等の名称。 

Ｒ＆Ｙ㈱ 

㈱陽光都市開発 

（関係会社としなかった理由） 

投資育成目的のため出資した

ものであり、営業、人事、資金そ

の他の取引を通じて出資先を傘下

にいれる目的とするものではない

ためであります。 

 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は次のとおりで

あります。 

  ３月末日    １社 

  ６月末日    １社 

  ７月29日    １社 

  ８月末日    １社 

  ９月末日    ５社 

  12月末日    ３社 

連結財務諸表の作成にあたっては、

３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29日、８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。 

 

連結子会社の決算日は次のとおりで

あります。 

  ３月末日    ２社 

  ６月末日    １社 

  ７月29日    １社 

  ８月末日    ２社 

  ９月末日    ５社 

  12月末日    ２社 

連結財務諸表の作成にあたっては、

３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29日、８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 

  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) 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

    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。 

 

   時価のないもの 

    同左 

 (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) 販売用不動産 

個別法による原価法（収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法）に

よっております。 

 

(3) 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(リース資産を除く)

定率法を採用しております。 

なお、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物         ６～24年

工具、器具及び備品  ２～20年

 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左 

 

 

 

 

主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

同左 

 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては社内における利用可能期間

(３～５年)に基づいております。 

 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左 

 (3) リース資産 

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。 

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年９月30日以前のも

のについては、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。 

 

(3) リース資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

(3) 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 

(4) 重要なヘッジ会計の方

法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

(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 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(5) 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

─────    手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

(6) のれんの償却方法及び

償却期間 

 

─────    のれんの償却については、金額に

重要性のないものを除き５年間又は

10年間で均等償却しております。 

 

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 (2) 営業投資有価証券に含まれる匿名

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、匿名組合が獲

得した純損益の持分相当額について

は、「営業損益」に計上し、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 

  同左 

 (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。 

 

(3) 金融費用の計上方法 

同左 

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。 

 

  ───── 

 

６ のれんの償却に関する事

項 

のれんの償却については、金額に重

要性のないものを除き５年間又は10年

間で均等償却しております。 

 

  ───── 

 

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。 

 

 ───── 
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(7) 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 

前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

───── 

 

(資産除去債務に関する会計基準等) 

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ9,391千円減少し

ております。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

(連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度においては、「預り金」を流動負債の

「その他」に含めておりましたが、当連結会計年度より

負債及び純資産の合計額の百分の五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

に流動負債の「その他」に含めておりました「預り金」

は、608,570千円であります。 

 また、前連結会計年度においては、「保険契約準備

金」を固定負債の「その他」に含めておりましたが、当

連結会計年度より負債及び純資産の合計額の百分の五を

超えることとなったため、区分掲記いたしました。な

お、前連結会計年度に固定負債の「その他」に含めてお

りました「保険契約準備金」は、170,103千円でありま

す。 

 

(連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度においては、「未収入金」を流動資産

の「その他」に含めておりましたが、当連結会計年度よ

り資産合計の百分の五を超えることとなったため、区分

掲記いたしました。なお、前連結会計年度に流動資産 

の「その他」に含めておりました「未収入金」は、

192,798千円であります。 

 

 

 

 

 

 

  ───── (連結損益計算書関係) 

  前連結会計年度において、売上高区分を「投資銀行」

「再保険保証」「不動産関連」「その他」の４事業に区

分しておりましたが、当連結会計年度よりセグメント情

報の開示において、マネジメント・アプローチに基づく

報告セグメントの区分に変更したことを契機に、連結損

益計算書の売上区分も見直しを行い、「売上高」の一括

表示に変更致しました。 

 前連結会計年度においては、「持分変動利益」を特別

利益の「その他」に含めておりましたが、当連結会計年

度より特別利益の総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

特別利益の「その他」に含めておりました「持分変動利

益」は、14,247千円であります。 

 また、前連結会計年度においては、「投資有価証券売

却損」及び「出資金評価損」を特別損失の「その他」に

含めておりましたが、当連結会計年度より特別損失の総

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、前連結会計年度に特別損失の「その

他」に含めておりました「投資有価証券売却損」及び

「出資金評価損」は、それぞれ4,392千円及び12,150千

円であります。 

 また、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計

基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用に伴い、当連結会年度より、「少

数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示しておりま

す。 

 

－24－

フィンテック グローバル株式会社（8789）平成23年９月期　決算短信



 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

───── 

 

 

 

 

 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

前連結会計年度 
(平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりであり
ます。 

投資有価証券（その他の有価証券） 30,334千円

出資金 365千円

  

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりであり
ます。 

営業投資有価証券 30千円

投資有価証券（その他の有価証券） 75,806千円

出資金 0千円
 

※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。 

投資有価証券 1,124,325千円

計 1,124,325千円

 なお、上記の他、連結上相殺消去している関係会社
株式58,000千円について質権が設定されております。 

 

※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 92,816千円

計 92,816千円

 なお、上記の他、連結上相殺消去している関係会社
株式58,000千円について質権が設定されております。 

 

 担保付債務は次のとおりであります。 

１年内返済予定の長期借入金 80,000千円

長期借入金 1,017,451千円

計 1,097,451千円

  

 担保付債務は次のとおりであります。 

１年内返済予定の長期借入金 80,000千円

長期借入金 40,000千円

計 120,000千円
 

※３ 貸付金のうち不良債権の額 

 延滞先債権            2,257,000千円

  延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、
破綻先債権及び債権者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸
出金であります。 

   ───── 

 
 

 
 

 ４ 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

特別目的会社を連結の範囲に含めております。 

アンタレスアセット合同会社 
合同会社サンデュエル中山 

 

 ４ 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

特別目的会社を連結の範囲に含めております。 

合同会社サンデュエル中山 
サンデュエル稲里特定目的会社 

 

※５ 投資有価証券は自己社債1,124,325千円（額面

1,200,000千円）を含んでおります。 
   ───── 
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（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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       175,152千円 

プリンシパルファインナンス業務      109,323千円 

その他投資銀行業務       32,142千円 

   計              316,618千円 

 

   ───── 

 

※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        342,303千円 

未経過保証料増減額         －千円 

 計             342,303千円 

 

正味収入保険料        518,863千円 

出再保険料          △26,779千円 

   計             492,084千円 

   ───── 

 

 

   ───── 

 

 

   ───── 

 

 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、15,540千円であります。 

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物             46,914千円 

工具、器具及び備品       2,243千円 

 計             49,157千円 

 
    

 

（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 △2,197,102千円

少数株主に係る包括利益 △313,897千円

計 △2,511,000千円

 

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 1,477千円

為替換算調整勘定 △90,385千円

その他包括利益合計 △88,907千円
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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21年10月１日 至 平成22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 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 1,208,135 － － 1,208,135

  

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 
50,126
(1,702)

－
(7,566)

42,560
(1,702)

7,566 
(7,566) 

－

提出会社 

ストック・オプションと 
しての新株予約権 

－ － － － － 21,811

合 計 
50,126
(1,702)

－
(7,566)

42,560
(1,702)

7,566 
(7,566) 

21,811

(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 自己新株予約権については、（内書き）により表示しております。 

３ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

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減少は、新株予約権付社債を買入

消却及び繰上償還したことによる消滅によるものであります。また、当該新株予約権の自己新株予約権

の増加は子会社が取得したことによるものであり、減少は新株予約権付社債を消却したことによる消滅

によるものであります。 

４ 第５回新株予約権の一部、第６回新株予約権及び第７回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来して

おりません。 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23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 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 1,208,135 908 － 1,209,043

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加  383株 

  新株引受権の行使による増加              525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 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 － 20,000 2,600 17,400

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

    当社株式を保有している会社を連結子会社としたことによる増加        20,000株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

    当社株式を保有している連結子会社が連結外に売却したことによる減少   2,600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 
7,566

(7,566)
－

7,566
(7,566)

－ －

提出会社 

ストック・オプションと 
しての新株予約権 

－ － － － － 18,091

合 計 
7,566

(7,566)
－

7,566
(7,566)

－ 18,091

(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 自己新株予約権については、（内書き）により表示しております。 

３ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

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減少は、新株予約権付社債を買入

消却したことによる消滅によるものであります。また、当該新株予約権の自己新株予約権の減少は新株

予約権付社債を消却したことによる消滅によるものであります。 

４ 第５回新株予約権の一部、第７回新株予約権及び第８回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来して

おりません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(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23年12月21日
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 120,904 100 平成23年９月30日 平成23年12月22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21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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22年９月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 829,661

現金及び現金同等物 829,661
 

※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23年９月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,804,161

担保に供している預金 △92,816

現金及び現金同等物 1,711,345
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（セグメント情報等） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

 

 
投資銀行 
事業 

(千円) 

再保険保証 
事業 

(千円) 

不動産関連
事業 

(千円) 

その他 
事業 

(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び
営業損益 

   

 売上高    

 (1)外部顧客
に対する
売上高 

316,618 834,388 2,141,928 172,562 3,465,497 － 3,465,497

 (2)セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高 

65,063 － － － 65,063 (65,063) －

計 381,682 834,388 2,141,928 172,562 3,530,561 (65,063) 3,465,497

 営業費用 2,716,486 1,014,844 1,905,419 377,116 6,013,867 (41,517) 5,972,349

 営業利益又
は営業損失
(△) 

△2,334,803 △180,456 236,508 △204,553 △2,483,305 (23,546) △2,506,852

Ⅱ 資産、減
価償却費
及び資本
的支出 

   

 資産 7,301,356 3,384,258 2,643,828 167,524 13,496,968 (6,144,538) 7,352,430

 減価償却費 45,007 4,523 23,587 80,691 153,810 － 153,810

 資本的支出 3,161 8,129 3,750 10,150 25,190 － 25,190

(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・家賃保証・再保険の引受業務 

 (3) 不動産関連事業・・・不動産開発・売買・賃貸・仲介業務 

 (4) その他事業・・・・・公会計用ソフトウェアの開発・販売、コンサルティング 

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

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成21年10月１日 至 平成22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 

2,973,412 492,084 3,465,497 － 3,465,497

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － －

計 2,973,412 492,084 3,465,497 － 3,465,497

 営業費用 4,864,644 1,130,401 5,995,046 (22,696) 5,972,349

 営業損失(△) △1,891,232 △638,316 △2,529,549 22,696 △2,506,852

Ⅱ 資産 6,917,594 4,586,838 11,504,433 (4,152,003) 7,352,430

(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、チャンネル諸島 

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

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 
 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

 

 欧米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 492,084 492,084

Ⅱ 連結売上高（千円） － 3,465,497

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.2 14.2

(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・・・バミューダ 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

当連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可

能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対

象となっているものであります。 

当社グループは、「投資銀行事業」、「アセットマネジメント・アドバイザリー事業」及び「公

共財関連事業」をコア事業として位置づけており、それぞれの事業を子会社が行っております。こ

れらに、当社が自己投融資を行う事業である「プリンシパルファイナンス事業」及び投資先の事業

会社の収益を取り込む「その他投資先事業」を加えた５つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの事業内容は以下の通りであります。 

・投資銀行事業 

ファイナンスアレンジメント・アドバイザリー、エグゼキューション業務受託、証券業務 

・アセットマネジメント・アドバイザリー事業 

アセットマネジメント業務（不動産投資運用、ヘッジファンド・ベンチャー投資ファンド運用

等）、フィナンシャル・アドバイザリー業務、資金調達・財務改善コンサルティング、M＆Aアド

バイザリー業務 

・公共財関連事業 

公会計のシステム開発、販売及び導入コンサルティング並びに財政改革コンサルティング、公共

ファイナンス事業 

・プリンシパルファイナンス事業 

自己投融資事業 

・その他投資先事業 

コア事業以外の純投資を目的とした事業会社による事業 

 

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の算定方法 

報告されているセグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成21年10月１日  至  平成22年９月30日） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用しております。前連結

会計年度のセグメント情報を当連結会計年度の区分方法により作成した情報については、必要な財務デ

ータを前連結会計年度に遡って抽出することが実務上困難なため記載しておりません。また、前連結会

計年度の算定方法に基づいて作成した当連結会計年度のセグメント情報についても、必要な財務データ

を抽出することが実務上困難なため記載しておりません。 

 

当連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
投資銀行事

業 

アセットマ
ネジメン
ト・アドバ
イザリー事

業 

公共財関連
事業 

プリンシパ
ルファイナ
ンス事業

その他投資
先事業 

計 

調整額 
(注)１、３ 

合計 

売上高     

  外部顧客への
売上高 

415,673 446,409 202,108 3,996,724 1,927,281 6,988,197 － 6,988,197

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

32,944 8,415 6,214 9,085 3,600 60,258 △60,258 －

計 448,617 454,824 208,323 4,005,809 1,930,881 7,048,456 △60,258 6,988,197

セグメント利益
又は損失（△） 

91,409 △52,270 △42,528 1,865,397 31,926 1,893,932 △617,243 1,276,688

セグメント資産 285,808 476,737 150,005 2,356,882 2,570,576 5,840,009 1,842,485 7,682,494

その他の項目     

  減価償却費 79 3,213 2,957 － 15,326 21,577 35,504 57,081

  有形固定資産
及び 

  無形固定資産
の増加額 

2,341 155,710 2,732 28,564 8,020 197,370 93,810 291,181

(注) １  セグメント利益又は損失（△）の調整額△617,243千円には、セグメント間取引消去387,553千円及び報

告セグメントに配分していない全社費用△1,004,796千円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。また、フィ

ンテックグローバル㈱に対する経営指導料としてそれぞれ投資銀行事業180,000千円、アセットマネジ

メント・アドバイザリー事業184,800千円、公共財関連事業18,000千円を負担しております。 

３ セグメント資産の調整額1,842,485千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産1,842,485千円

であります。 

 

 

【関連情報】 

当連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

  製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。 
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２  地域ごとの情報 

(1) 売上 

（単位：千円） 

日本 欧米 合計 

5,579,420 1,408,776 6,988,197

 

(2) 有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。 

 

３  主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

独立行政法人都市再生機構 3,107,141 プリンシパルファイナンス事業 

Lloyd's Syndicate HDU 382 1,408,776 その他投資先事業 

㈱サンシティ 804,485 プリンシパルファイナンス事業 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
投資銀行事

業 

アセットマ
ネジメン
ト・アドバ
イザリー事

業 

公共財関連
事業 

プリンシパ
ルファイナ
ンス事業

その他投資
先事業 

計 
その他 全社・消去 合計 

当期償却
額 

2,341 12,935 28,179 28,564 43,396 115,418 － － 115,418

当期末残
高 

－ 142,290 49,314 － 281,904 473,509 － － 473,509

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

当連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

１株当たり純資産額 2,024円72銭

１株当たり当期純損失金額 1,798円88銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、１株当たり当期純損失であるため記載しており
ません。 

１株当たり純資産額 3,152円23銭

１株当たり当期純利益金額 1,168円69銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

1,168円05銭

 

    
(注) １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の

基礎 

 
前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日
 至 平成22年９月30日)

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日
 至 平成23年９月30日)

１株当たり当期純利益金額 

  当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △2,172,834 1,404,046

  普通株主に帰属しない金額（千円） 453 453

  普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
(△)（千円） 

△2,173,287 1,403,593

 普通株式の期中平均株式数（株） 1,208,135 1,200,992

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（千円） － －

  普通株式増加数の主要な内訳（株） 

   新株引受権 － 485

   新株予約権 － 182

  普通株式増加数（株） － 667

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜

在株式の概要 

提出会社： 
平成13年12月25日開催
の株主総会の特別決議
による新株引受権（ス
トック・オプション） 

普通株式725株
 
平成16年６月16日開催
の株主総会の特別決議
による平成16年12月１
日及び平成16年12月14
日発行の新株予約権
（ストック・オプショ
ン） 

448個
（普通株式33,600株）

 
平成16年12月３日開催
の株主総会の特別決議
による平成17年12月２
日発行の新株予約権
（ストック・オプショ
ン） 

78個
（普通株式5,850株）

提出会社： 
 
 
 
 
 
 
平成16年６月16日開催
の株主総会の特別決議
による平成16年12月１
日及び平成16年12月14
日発行の新株予約権
（ストック・オプショ
ン） 

440個
（普通株式33,000株）

 
平成16年12月３日開催
の株主総会の特別決議
による平成17年12月２
日発行の新株予約権
（ストック・オプショ
ン） 

78個
（普通株式5,850株）

 

 

－36－

フィンテック グローバル株式会社（8789）平成23年９月期　決算短信



 

 

 

 

 
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) 

75個
(普通株式375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 

120個
(普通株式7,566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) 

718個
(普通株式718株)

平成20年12月19日開催の
株主総会の特別決議によ
る平成20年12月29日発行
の新株予約権(ストッ
ク・オプション) 

214個
(普通株式214株)

平成21年12月18日開催の
株主総会の特別決議によ
る平成21年12月28日発行
の新株予約権(ストッ
ク・オプション) 

240個

(普通株式240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) 

543個
(普通株式543株)
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

 （資本金及び資本準備金の減少） 

 当社は、平成22年11月12日開催の取締役会におい

て、平成22年12月21日開催予定の定時株主総会に、

「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処

分の件」について付議することを決議いたしました。 

 

１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 繰越欠損金を填補し財務体質の健全化を図るとと

もに、利益配当など資本政策上の柔軟性や機動性を

確保することを目的として、資本金及び資本準備金

の額の減少を行った上で、これにより増加したその

他資本剰余金を、繰越利益剰余金に振替え、繰越欠

損金を一掃するものであります。 

 

２．減少する資本金及び資本準備金の額 

 平成22年９月30日現在の資本金10,764,317,950円

のうち8,454,298,746円を減少させ、資本準備金

10,351,900,000円を全額減少させます。減少する資

本金及び資本準備金は、その他資本剰余金に振替え

ます。 

 

３．資本金及び資本準備金の額の減少の方法 

 発行済株式総数の変更を行わず、資本金、資本準

備金の額のみを減少いたします。 

 

４．剰余金の処分 

 上記２で増加するその他資本剰余金18,806,198,746

円全額を繰越利益剰余金に振替えることにより、欠損

補填に充当いたします。 

 

５．日程 

①平成22年11月12日 取締役会決議日 

②平成22年12月21日 定時株主総会決議日(予定) 

③平成22年12月24日 債権者異議申述公告日(予定) 

④平成22年１月24日 債権者異議申述 終期日(予定) 

⑤平成22年１月25日 効力発生日(予定) 

 

───── 
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 344,469 425,683

売掛金 631 105

営業投資有価証券 5,864,973 799,007

販売用不動産 1,630,622 284,078

前払費用 34,225 28,463

営業貸付金 5,654,379 2,718,194

短期貸付金 57,628 146,127

未収入金 － 758,545

その他 53,673 6,541

貸倒引当金 △8,880,782 △2,100,208

流動資産合計 4,759,820 3,066,538

固定資産   

有形固定資産   

建物 179,543 150,059

減価償却累計額 △80,036 △52,851

建物（純額） 99,507 97,207

工具、器具及び備品 156,214 176,392

減価償却累計額 △115,130 △116,521

工具、器具及び備品（純額） 41,083 59,871

有形固定資産合計 140,590 157,079

無形固定資産   

ソフトウエア 12,688 10,151

その他 532 532

無形固定資産合計 13,221 10,684

投資その他の資産   

投資有価証券 8,975 8,007

関係会社株式 2,931,792 3,343,520

その他の関係会社有価証券 49 49

出資金 110,973 67,778

長期貸付金 70,167 74,507

長期前払費用 291 188

敷金及び保証金 197,632 181,571

その他 749 457

投資その他の資産合計 3,320,631 3,676,079

固定資産合計 3,474,443 3,843,843

資産合計 8,234,264 6,910,381
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,149,175 1,287,026

1年内返済予定の長期借入金 45,000 －

未払金 1,092,051 1,155,402

未払費用 69,197 8,663

未払法人税等 29,362 1,210

預り金 1,176,626 483,602

前受金 1,056,461 1,575

前受収益 2,467 －

賞与引当金 40,000 10,398

その他 5,808 30,074

流動負債合計 4,666,151 2,977,952

固定負債   

新株予約権付社債 1,200,000 －

退職給付引当金 18,615 22,317

その他 17,666 15,951

固定負債合計 1,236,281 38,268

負債合計 5,902,433 3,016,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,764,317 2,312,384

資本剰余金   

資本準備金 10,351,900 14

資本剰余金合計 10,351,900 14

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △18,806,198 1,563,669

利益剰余金合計 △18,806,198 1,563,669

株主資本合計 2,310,019 3,876,068

新株予約権 21,811 18,091

純資産合計 2,331,831 3,894,160

負債純資産合計 8,234,264 6,910,381
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

アレンジャー業務 175,152 －

プリンシパルファイナンス業務 176,089 －

その他投資銀行業務 21,795 －

保証業務 31,416 －

不動産関連業務 629,390 －

売上高合計 1,033,845 4,474,381

売上原価   

プリンシパルファイナンス業務 70,630 －

不動産関連業務 528,177 －

売上原価合計 598,807 1,840,575

売上総利益 435,037 2,633,805

販売費及び一般管理費   

役員報酬 115,099 66,182

給料及び手当 267,650 118,731

貸倒引当金繰入額 420 92,632

賞与引当金繰入額 68,626 16,925

退職給付費用 28,595 12,609

交際費 18,727 15,751

広告宣伝費 2,226 64

減価償却費 44,903 35,504

地代家賃 181,434 209,875

租税公課 94,754 69,331

支払手数料 247,862 571,694

貸倒損失 782,365 190

その他 210,897 162,857

販売費及び一般管理費合計 2,063,563 1,372,350

営業利益又は営業損失（△） △1,628,525 1,261,455

営業外収益   

受取利息 32,537 8,022

受取配当金 503 190

業務受託手数料 8,690 3,000

確定拠出年金返還金 9,110 1,261

その他 5,834 1,878

営業外収益合計 56,675 14,352

営業外費用   

支払利息 33,600 28,271

支払手数料 163 1,862

その他 255 741

営業外費用合計 34,019 30,875

経常利益又は経常損失（△） △1,605,869 1,244,931
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入益 120,964 167,780

関係会社株式売却益 17,769 40

新株予約権付社債償還益 448,186 298,800

その他 22,657 29,812

特別利益合計 609,577 496,433

特別損失   

固定資産売却損 134 －

固定資産除却損 － 41,943

子会社整理損 243,760 －

関係会社株式評価損 1,331,130 69,311

出資金評価損 － 41,837

その他 23,059 23,392

特別損失合計 1,598,084 176,484

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,594,376 1,564,879

法人税、住民税及び事業税 3,800 1,210

法人税等合計 3,800 1,210

当期純利益又は当期純損失（△） △2,598,176 1,563,669
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,764,317 10,764,317

当期変動額   

新株の発行 － 2,365

減資 － △8,454,298

当期変動額合計 － △8,451,933

当期末残高 10,764,317 2,312,384

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,351,900 10,351,900

当期変動額   

新株の発行 － 14

準備金から剰余金への振替 － △10,351,900

当期変動額合計 － △10,351,885

当期末残高 10,351,900 14

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

減資 － 8,454,298

準備金から剰余金への振替 － 10,351,900

欠損填補 － △18,806,198

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 10,351,900 10,351,900

当期変動額   

新株の発行 － 14

減資 － 8,454,298

欠損填補 － △18,806,198

当期変動額合計 － △10,351,885

当期末残高 10,351,900 14

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △16,208,021 △18,806,198

当期変動額   

欠損填補 － 18,806,198

当期純利益又は当期純損失（△） △2,598,176 1,563,669

当期変動額合計 △2,598,176 20,369,868

当期末残高 △18,806,198 1,563,669
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 △16,208,021 △18,806,198

当期変動額   

欠損填補 － 18,806,198

当期純利益又は当期純損失（△） △2,598,176 1,563,669

当期変動額合計 △2,598,176 20,369,868

当期末残高 △18,806,198 1,563,669

株主資本合計   

前期末残高 4,908,196 2,310,019

当期変動額   

新株の発行 － 2,379

当期純利益又は当期純損失（△） △2,598,176 1,563,669

当期変動額合計 △2,598,176 1,566,049

当期末残高 2,310,019 3,876,068

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,477 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,477 －

当期変動額合計 1,477 －

当期末残高 － －

新株予約権   

前期末残高 20,572 21,811

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,239 △3,720

当期変動額合計 1,239 △3,720

当期末残高 21,811 18,091

純資産合計   

前期末残高 4,927,291 2,331,831

当期変動額   

新株の発行 － 2,379

当期純利益又は当期純損失（△） △2,598,176 1,563,669

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,716 △3,720

当期変動額合計 △2,595,459 1,562,329

当期末残高 2,331,831 3,894,160
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

５．その他 

(1) 役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 
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