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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年9月期第1四半期 721 △23.5 △134 ― △134 ― △129 ―
23年9月期第1四半期 943 △46.4 △117 ― △147 ― △100 ―

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 △114百万円 （―％） 23年9月期第1四半期 △152百万円 （―％）

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

24年9月期第1四半期 △109.03 ―
23年9月期第1四半期 △83.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第1四半期 7,103 4,636 49.5
23年9月期 7,682 4,870 48.9
（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  3,518百万円 23年9月期  3,756百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年9月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
24年9月期 ―
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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料４ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料４ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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き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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ 「連結業績予想に関する
定性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期1Q 1,209,243 株 23年9月期 1,209,043 株
② 期末自己株式数 24年9月期1Q ― 株 23年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 1,191,671 株 23年9月期1Q 1,208,135 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、欧州債務危機の深刻化や円高の長期化に加えタイの洪

水の影響による供給制約により足踏みの状態が続きました。震災の復興需要など景気の下支え要因があるもの

の、先行きは依然として不透明であります。 

このような経済環境において当社グループは、企業を支援するブティック型投資銀行として、国内外の成長

企業や事業再生案件への投資、財務アドバイザリー（ＦＡ）業務を主として展開しました。投資銀行事業にお

いては、フィンテックグローバル証券㈱が、顧客である上場会社の第三者割当増資にあたって財務アドバイザ

ーとして中国の有力企業を紹介し、資本増強と事業展開を支援するなど、複数の企業に対しＦＡ業務を提供し

ており、今後、これらの企業に係るファイナンスアレンジメントや海外投資家の投資、事業機会の創出を企図

して参ります。プリンシパルインベストメント事業においては、当社がグループ内外で見出される投融資機会

に対し厳選して資金拠出するとともに、前期に実行した投資案件の回収により収益計上しております。また、

FinTech Gimv Fund,L.P.(FGF)は成長企業への投資を積み増す一方、一部案件で株式譲渡契約を締結し、第２

四半期でエグジットする予定であります。アセットマネジメント事業においては、FGIキャピタル・パートナ

ーズ㈱が新しい投資運用戦略（イベント・ドリブン戦略）の提供を開始し、機関投資家からの運用資産残高の

積み上げを進めています。なお、投資先企業であるCrane Reinsurance Limitedの再保険事業においては、出

再元から当四半期に対応する勘定書交付が遅れており、売上計上にいたりませんでした。当該勘定書に基づく

収益費用については、今後の決算に計上していく予定であります。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績については、売上高は721百万円（前年同期比23.5％

減）となりました。利益面におきましては、営業損失は134百万円（前年同期は117百万円の損失）、経常損失

は134百万円（前年同期は147百万円の損失）、四半期純損失は129百万円（前年同期は100百万円の損失）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。なお売上高については、前連結会計年度まで外部顧客への

売上高で表示しておりましたが、当第１四半期連結累計期間よりセグメント間の内部売上高又は振替高を含め

た売上高で表示しております。また、報告セグメントの名称を、当第１四半期連結累計期間より「アセットマ

ネジメント・アドバイザリー事業」は「アセットマネジメント事業」に、「プリンシパルファイナンス事業」

は「プリンシパルインベストメント事業」に、それぞれ変更しております。 

 

①投資銀行事業 

フィンテックグローバル証券㈱は、上場会社のＦＡ業務や第三者割当増資のアレンジメント業務で収益計上

するとともに、上場会社の再生支援のための共同スポンサー就任などにより今後の収益機会獲得への地固めを

したものの、前年同期比で売上高は減少しました。この結果、投資銀行事業の売上高は72百万円（前年同期比

29.6％減）、営業損失は９百万円（前年同期は20百万円の利益）となりました。 

 

②アセットマネジメント事業 

フィンテックアセットマネジメント㈱は、ホテルのアセットマネジメントを新規で受託し運用資産を着実に

積上げております。また、前期第３四半期から連結したＦＧＩキャピタル・パートナーズ㈱は、平成23年11月

設定の新しい投資運用戦略に係る受託資産の拡大に努め、機関投資家等の運用資金も順調に入りつつあります。

この結果、アセットマネジメント事業の売上高は73百万円（前年同期比41.4％増）となったものの、営業損失

は69百万円（前年同期は21百万円の損失）となりました。 

 

③プリンシパルインベストメント事業 

当社（フィンテックグローバル㈱）は、当社グループ内外で見出される投融資機会に対し、厳選して資金拠

出しております。既存の投資先企業については、事業の更なる拡大に向けた活動を展開するとともに、投資先

企業間のマッチングなどの取組みも進めております。また、前連結会計年度に実行した投資の回収が順調に進

んだ結果、プリンシパルインベストメント事業の売上高は443百万円（前年同期比74.1％増）、営業利益は74

百万円（前年同期は20百万円の損失）となりました。 

 

④その他投資先事業 

㈱ベルスは、キャンペーン効果による成約増や新規発売物件の広告受注増等により持ち家サービス部門の売

上高が計画より上振れし、他部門もほぼ計画通りの売上高となったことから、同社の売上高は121百万円（前

年同期比4.3％増）、営業利益は８百万円（前年同期は４百万円の損失）と順調に推移しました。 
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Crane Reinsurance Limitedは、出再元から当四半期に対応する勘定書の交付が遅れていることから、前期

までに交付された勘定書により当四半期に対応する経過保険料・保険金支払、コストを計上しております。こ

のため、当第１四半期は売上計上にはいたらず（前年同期は売上高367百万円）、営業損失は13百万円（前年

同期は113百万円の利益）となりました。なお、Crane Reinsurance Limitedは平成24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したが、今後は新たな再保険契約を締結せずに、既存契約に基づ

く保険料収入及び保険金支払いを計上していくと同時に、抜本的な事業の見直しも並行して検討していく方針

であります。 

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122百万円（前年同期

比74.8％減）、営業損失は35百万円（前年同期は74百万円の利益）となりました。 

 

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、地方自治体の平成24年度予算獲得に向けて営業強化を

図りましたが、総務省の「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」の答申待ちの地方自治体が多いことか

ら、契約件数が伸び悩みました。この結果、公共財関連事業の売上高は45百万円（前年同期比13.9％減）、営

業損失は41百万円（前年同期は３百万円の損失）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は7,103百万円（前連結会計年度末比7.5％減）となりました。

これは主として、投資回収により販売用不動産が339百万円、未収入金が731百万円減少したものの、現金及び

預金が203百万円、営業投資有価証券が342百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は2,467百万円（前連結会計年度末比12.3％減）となりました。

これは主として、保険契約準備金が177百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は4,636百万円（前連結会計年度末比4.8％減）となりました。

これは主として、利益剰余金が249百万円減少したことによるものであります。 

 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年９月期連結業績予想につきましては、当第１四半期決算発表時点において、平成23年11月14日に公

表しました業績予想を修正しておりません。 

当第１四半期における業績は、上記の通り厳しい進捗ではあるものの、各種施策遂行により今後の事業展開

への体制を強化しております。各事業の施策は下記の通りであります。 

まず、投資銀行事業においてはフィンテックグローバル証券㈱が、既存顧客へのＦＡ業務を深化させファイ

ナンスアレンジへつなげるとともに、事業再生案件の新規獲得で顧客層の更なる拡大と、これらから見出され

る投融資機会やその他の収益機会を捉えグループ全体の収益向上を図っていきます。 

アセットマネジメント事業では、フィンテックアセットマネジメント㈱が海外投資家のネットワークを活用

し新規の不動産アセットマネジメント受託を図るとともに、ＦＧＩキャピタル・パートナーズ㈱が平成23年11

月設定の新しい投資運用戦略を年金基金、金融機関等の機関投資家、海外のファンド・オブ・ファンズに提供

することで、運用資産を積上げ、同事業の通期の黒字化及び収益安定化を図ります。 

プリンシパルインベストメント事業では、グループ内外で見出される多くの有望な投融資案件から厳選して

資金拠出するとともに、投資先企業に積極的に関与し企業価値向上に努めて参ります。その他投資先事業につ

いては㈱ベルスは好調を維持していくものの、Crane Reinsurance Limitedについては、今後新たな再保険契

約を締結せずに、既存契約に基づく保険料収入及び保険金支払いを計上していく方針としておりますが、当該

事項については通期業績予想に織込済であります。また、FinTech Gimv Fund,L.P.については、当第１四半期

中に一部案件で株式譲渡契約を締結しており、この売却益を第２四半期に計上する予定であります。 

公共財関連事業の㈱パブリック・マネジメント・コンサルティングは、顧客の予算執行の関係で旧年度の３

月までは厳しい状況であるものの、新年度（４月）からは販売チャネル拡大による新規顧客獲得で通期黒字化

を見込んでおります。 

当社グループは上記の各事業の施策を着実に推進し、通期業績予想の達成を確実なものとしていく所存であ

ります。 

フィンテック グローバル㈱　(8789)　平成24年９月期　第１四半期決算短信

－3－



２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更） 

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22

年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成

22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストッ

ク・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプション

の公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの、１株当たり四半期純損失を計上しているため開示しておりません。 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しておりま

す。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,804,161 2,007,683

売掛金 125,682 122,729

営業投資有価証券 2,002,744 2,345,022

販売用不動産 420,531 80,979

繰延税金資産 1,049 5,282

営業貸付金 2,707,235 2,737,634

未収入金 1,563,973 832,586

その他 122,286 77,943

貸倒引当金 △2,091,453 △2,040,306

流動資産合計 6,656,212 6,169,554

固定資産   

有形固定資産 169,408 163,151

無形固定資産   

のれん 473,509 447,853

その他 29,335 26,362

無形固定資産合計 502,844 474,215

投資その他の資産   

投資有価証券 84,033 76,052

敷金及び保証金 201,255 152,275

その他 68,740 68,670

投資その他の資産合計 354,029 296,998

固定資産合計 1,026,282 934,365

資産合計 7,682,494 7,103,919
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,356 38,521

短期借入金 55,000 55,000

1年内返済予定の長期借入金 81,837 82,004

未払金 301,649 295,639

未払費用 54,312 57,131

未払法人税等 15,812 4,879

預り金 490,755 501,171

賞与引当金 26,251 25,660

その他 126,567 38,340

流動負債合計 1,176,541 1,098,348

固定負債   

長期借入金 45,157 24,656

繰延税金負債 74,123 78,098

退職給付引当金 86,097 87,988

保険契約準備金 1,286,699 1,109,212

その他 142,985 68,715

固定負債合計 1,635,063 1,368,670

負債合計 2,811,604 2,467,018

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,312,384 2,312,517

資本剰余金 5,183 5,183

利益剰余金 1,671,501 1,422,407

自己株式 △52,412 △52,412

株主資本合計 3,936,656 3,687,696

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △629 2,025

為替換算調整勘定 △179,243 △170,799

その他の包括利益累計額合計 △179,872 △168,773

新株予約権 18,091 17,311

少数株主持分 1,096,015 1,100,667

純資産合計 4,870,890 4,636,901

負債純資産合計 7,682,494 7,103,919
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 943,849 721,870

売上原価 570,413 403,040

売上総利益 373,435 318,830

販売費及び一般管理費 491,147 453,061

営業損失（△） △117,711 △134,231

営業外収益   

受取利息 1,222 1,516

雑収入 414 2,426

その他 552 111

営業外収益合計 2,189 4,054

営業外費用   

支払利息 22,435 2,945

支払手数料 855 －

為替差損 8,244 1,393

その他 － 159

営業外費用合計 31,536 4,498

経常損失（△） △147,058 △134,674

特別利益   

賞与引当金戻入額 21,357 －

貸倒引当金戻入額 28,502 －

新株予約権戻入益 2,979 866

その他 990 －

特別利益合計 53,829 866

特別損失   

出資金評価損 3,797 －

出資金清算損 2,061 149

関係会社株式評価損 107 7,740

特別退職金 9,641 －

その他 2,870 474

特別損失合計 18,478 8,364

税金等調整前四半期純損失（△） △111,707 △142,173

法人税、住民税及び事業税 985 3,932

法人税等調整額 5,260 △258

法人税等合計 6,246 3,673

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117,953 △145,846

少数株主損失（△） △17,417 △15,917

四半期純損失（△） △100,536 △129,929
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117,953 △145,846

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 7,443

為替換算調整勘定 △34,851 23,680

その他の包括利益合計 △34,851 31,123

四半期包括利益 △152,805 △114,723

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,376 △118,830

少数株主に係る四半期包括利益 △36,428 4,107
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(4) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（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

事業 

プリンシパ
ルインベス
トメント
事業 

その他
投資先
事業 

公共財関連
事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

売上高     

  外部顧客への
売上高 

102,442 51,914 254,622 483,363 51,506 943,849 － 943,849

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ － － 900 1,000 1,900 △1,900 －

計 102,442 51,914 254,622 484,263 52,506 945,749 △1,900 943,849

セグメント利益
又は損失（△） 

20,882 △21,686 △20,156 74,806 △3,048 50,797 △168,508 △117,711

(注) １  セグメント利益又は損失（△）の調整額△168,508千円には、セグメント間取引消去112,017千円及び報

告セグメントに配分していない全社費用△280,526千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損失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45,000千円、アセットマネジメ

ント事業45,000千円、公共財関連事業4,500千円を負担しております。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成23年10月１日  至  平成23年12月31日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（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

事業 

プリンシパ
ルインベス
トメント
事業 

その他
投資先
事業 

公共財関連
事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

売上高    

  外部顧客への
売上高 

40,578 71,438 443,348 121,297 45,206 721,870 － 721,870

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

31,500 1,950 － 900 － 34,350 △34,350 －

計 72,078 73,388 443,348 122,197 45,206 756,220 △34,350 721,870

セグメント利益
又は損失（△） 

△9,455 △69,527 74,695 △35,958 △41,582 △81,829 △52,402 △134,231

(注) １  セグメント利益又は損失（△）の調整額△52,402千円には、セグメント間取引消去95,695千円及び報告

セグメントに配分していない全社費用△148,097千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。 
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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損失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40,500千円、アセットマネジメ

ント事業46,500千円、その他投資先事業1,500千円、公共財関連事業15,000千円を負担しております。 

３ 報告セグメントの名称変更 

   報告セグメントの名称について、より適切に事業内容を表示するため、当第１四半期連結累計期間よ

り「アセットマネジメント・アドバイザリー事業」については「アセットマネジメント事業」に、「プ

リンシパルファイナンス事業」については「プリンシパルインベストメント事業」に、それぞれ変更し

ております。なお、前第１四半期連結累計期間の報告セグメントの名称についても、当該変更後の名称

で表示しております。 

４ 報告セグメントの記載順番の変更 

   報告セグメントは従来、「投資銀行事業」、「アセットマネジメント事業」、「公共財関連事業」、

「プリンシパルインベストメント事業」、「その他投資先事業」の順番で記載しておりましたが、当社

グループにおける経営強化事業の見直しに併せて、報告セグメントの記載順番の見直しを行い、当第１

四半期連結累計期間より「投資銀行事業」、「アセットマネジメント事業」、「プリンシパルインベス

トメント事業」、「その他投資先事業」、「公共財関連事業」の順番に変更致しました。なお、前第１

四半期連結累計期間の報告セグメントの記載順番についても、当該変更後の順番で表示しております。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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