
 

 
平成 25 年１月 28 日 

各      位 
 

会 社 名 株 式 会 社 Ｆ Ｐ Ｇ

代表者名 代表取締役社長 谷 村  尚 永

（東証第一部・コード：7148）

問合せ先 執行役員経理部長 久 保 出  健 二

（ TEL. 03-5288-5691）
 

フィンテックグローバル証券株式会社の株式の取得（子会社化） 

及び新規事業への進出に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年１月 28 日開催の取締役会において、フィンテックグローバル株式会社から、そ

の子会社であるフィンテックグローバル証券株式会社（以下、「同社」といいます。）の全株式を取得

し、当社の子会社としたうえで、証券業を行っていくことを決議いたしましたので、下記の通りお知

らせいたします。 

記 

１．株式の取得及び新規事業への進出の理由 

当社は、顧客にとって最適な金融商品を提供する経営理念のもと、金融分野での、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、タックス・リース・アレンジメント事業を中

心に、事業の多角化を図りつつ、業績を拡大してまいりました。 

当社は、今後も、業績の拡大を継続するため、さらなる事業の多角化を図るべく、新規事業へ

の進出を検討してまいりましたが、このたび、同社を子会社化し、同社を中心に、金融商品の組

成及び販売並びに金融商品に関するアドバイザリー業務を含めた、証券業に進出することといた

しました。 

当社は、第二種金融商品取引業者として、業績の拡大を実現してまいりましたが、同社では、

既に第一種金融商品取引業の登録を行っております。同社を子会社化することで、当社グループ

で、取扱うことができる金融商品が、早期に拡大することが期待され、また、顧客に業績好調な

国内中小企業が多い当社事業との相乗効果により、当社グループ全体の業績向上にもつながると

期待しております。 

 (注) 「証券業」につきましては、事業名称、区分も含め、当社のセグメント情報における取扱は未定です。 
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２．異動する子会社の概要 

（１）名称 フィンテックグローバル証券株式会社 

（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 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役  森上 克典 

（４）事業内容 ファイナンシャルアレンジメント・アドバイザリー業務 

証券業（第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業） 

（５）資本金 109 百万円 

（６）設立年月日 平成 16 年６月 30 日 

（７）発行済株式総数 11,200 株 

（８）大株主及び持株比率 フィンテックグローバル株式会社（100％） 

（９）当社との関係 
資本関係・人的関係・取引関係はありません。また当社の関

連当事者には該当しません。 

（10）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

  平成 22 年３月期 平成 23 年 3月期 平成 24 年 3月期 

 純資産 203 百万円 303 百万円 204 百万円 

総資産 204 百万円 331 百万円 246 百万円 

売上高 44 百万円 311 百万円 258 百万円 

営業利益 ▲54 百万円 102 百万円 ▲99 百万円 

経常利益 ▲47 百万円 107 百万円 ▲99 百万円 

当期純利益 ▲48 百万円 100 百万円 ▲99 百万円 

 （注）平成 24 年９月末時点で、純資産は 137 百万円となっております。 

 

３．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 

（２) 上場市場 東証マザーズ 

（３）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 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 玉 井 信 光 

（５）事業内容 投資銀行事業、プリンシパルインベストメント事業等 

（６）資本金 2,312 百万円 

（７）純資産（連結） 3,632 百万円（平成 24 年９月期） 

（８）総資産（連結） 6,417 百万円（平成 24 年９月期） 

（９）設立年月日 平成６年 12 月７日 

（10）大株主及び持株比率 玉井信光 19.92％（平成 24 年９月 30 日現在） 

（11）当社との関係 
資本関係・人的関係・取引関係はありません。また当社の関連当

事者には該当しません。 

 



 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数 ０ 株  

（議決権の数   ： ０個） 

（議決権所有割合  ：0.00％） 

（２）取得株式数 11,200 株 

（３）取得価額 同社の普通株式              160 百万円（注） 

アドバイザリー費用等（概算額）10 百万円 

合計（概算額）        170 百万円 

（４）異動後の所有株式数 11,200 株  

（議決権の数   ：11,200 個） 

（議決権所有割合  ：100.00％） 

 （注）同社の普通株式 160 百万円は、予定金額であり、現時点では、確定しておりません。今後、株

式取得の相手先との協議により、変更される可能性があります。確定次第、開示いたします。 

 

５．株式取得後の同社の体制（予定） 

 子会社化後、当社の経営戦略に基づき、当社と一体となった事業運営を行うため、同社の社名、

役員を含めた経営体制を一新し、提供するサービスも変更する予定です。 

当社代表取締役社長である谷村尚永が、事業開始まで、同社の代表取締役を兼任する他、同社

の監査役に当社監査役の手塚昌弘を選任します。 

（１）社名 株式会社ＦＰＧ証券 

（２）所在地 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 

（３）資本金 109 百万円 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役 谷村尚永 

 

６．新規事業について 

「１．株式の取得及び新規事業への進出の理由」において記載のとおり、同社を中心に、金融

商品の組成及び販売並びに金融商品に関するアドバイザリー業務を含めた、証券業を行います。

子会社化後は、同社において、現在提供しているサービスを変更し、当社の事業戦略に従った、

新たなサービスを提供することを予定しておりますが、子会社化後の事業の開始日は、現時点で

は未定です。子会社化後の事業の開始日、新たなサービスの詳細については、決定次第、お知ら

せいたします。 

当該事業の開始のために特別に支出する金額としては、同社の株式取得価額の他に、事業遂行

のための人件費、システム投資等を予定しておりますが、現時点で、支出額は確定しておりませ

ん。本件が、業績予想に与える影響につきましては、「８．その他」に記載しているとおり、連結

の業績予想が開示可能となった時期に開示いたします。 

 



 

 

７．日程 

（１）取締役会決議 平成 25 年１月 28 日 

（２）株式譲渡契約締結 平成 25 年１月 29 日  

（３）株式取得 平成 25 年３月１日(予定) 

（４）事業の開始日 未定 

（注）同社で現在提供しているサービスを変更することを予定しており、子会社化後の事業の開始日は、

現時点では未定です。決定次第、開示いたします。 

 

８．その他 

当社は、現在非連結会社のため、連結業績予想は、公表しておりませんが、本件により、連結

決算開示会社となる見込みであり、本件を踏まえた業績予想については、開示が可能となった段

階で速やかに公表いたします。 

なお、子会社化後、同社の経営体制を一新したうえで、提供しているサービスを変更し、新た

なサービスを提供することを予定しており、平成25年９月期は、その準備が中心となる予定です。 

そのため、人件費、システム償却費、子会社化に伴い発生するのれん償却費（のれんの総額は

約60百万円程度と見込んでおります。）などの費用が、収益に先行して発生すると見込んでおり、

結果として、平成25年９月期（通期）の同社に係る営業損益は、現時点では、約60百万円前後の

赤字（注）を見込みます。 

（注）現時点での、平成25年９月期の業績予想に与える影響を示すために、現時点での仮定に基づく概算額を提示し

たものです。今後、様々な理由で、本損益予想額を変更する可能性があります。詳細は、連結業績予想の開示時

に改めて、開示する予定です。 

 

【参考】当期業績予想（平成 24 年 10 月 26 日公表分）及び前期実績  

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（平成 25 年９月期） 
3,364 1,621 1,469 853 

前期実績 

（平成 24 年９月期） 
2,802 1,438 1,392 793 

 

以  上 


