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2005 年 5 月 10 日 

セクター：その他金融業 

フィンテック・グローバル株式会社（8789 マザーズ） 
 
 
 

不動産の証券化事業を中心に、今後の高い事業成長が期待できる 

 
 ブティックタイプの債権・不動産の証券化・流動化を手掛けており、時流に乗った形で業績は急拡

大している。05.9 期は売上高・利益共に前期のほぼ倍増となる見通しを会社側は発表している。中

間決算の状況を見ると、この会社予想にも妥当性があり、翌 06.9 期にも、大幅な業績拡大を見込ん

でもよいと考えられる。05.9 期の予想 EPS は約 9 千円に留まるが、今後の大幅な利益拡大が期待さ

れる形で非常に高い PER がつくことが想定される。 
 
 

連結データ（左肩は対前年比（%）、02.9期のみ個別）

決算期 02/9 03/9 04/9 05/3中 05/9会予

3805.1% 384.0% 106.5%
売上高（百万円） 5 195 945 886 1,952

営業利益（百万円） -152 -18 442 531 --

153.4%
経常利益（百万円） -157 -20 463 528 1,172

85.3%
当期利益（百万円） -159 -72 353 296 654

総資産（百万円） 214 136 1,479 4,541 --

純資産（百万円） 2 -10 663 959 --

株主資本比率（%） 0.8% -7.2% 44.9% 21.1% --

ROA（%、経常利益ﾍﾞｰｽ） -73.2% -14.8% 31.3% 11.6% --

ROE（%、当期利益ﾍﾞｰｽ） -9535.9% 741.7% 53.2% 30.8% --

発行済株式数(修正後、千株) 73.95 73.95 73.95 73.95 73.95

EPS(円/株) -2,147 -980 4,773 3,998 8,844

BPS(円/株) 23 -132 8,968 12,966 --

配当(円/株) -- -- -- -- --
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事業概要～ブティックタイプの債権・不動産証券化業務 
 当社はストラクチャードファイナンスに特化したブティック型インベストメントバンクとなっている。主な

事業は、ストラクチャードファイナンス分野における案件のアレンジメント（組成）を専門的に受託する

投資銀行業務と、各種金融取引におけるファイナンスリスクを国内外の保険市場に移転させる「金融

と保険の融合業務」である信用補完業務、及びこれらに付帯するその他の業務の 3 業務によって構

成されている。 
 投資銀行業務は、アレンジメント業務とプリンシパルファイナンス業務によって構成される。アレンジ

メント業務としては、金銭債権からのキャッシュフロー給付を証券化するものや、不動産の将来価値

を担保とした証券化等がある。当社売上は、業務委託契約に基づくアレンジメント手数料として案件

実行時点に計上し、ほとんどが成功報酬タイプとなっている。アレンジメント案件の組成状況は表 1
の通りで、不動産の証券化を中心に増加している模様。信託銀行・都市銀行等の投融資機関の違

いについては、その他に自己融資が含まれている点を除けば、銀行の種別に特段異なる点はないと

思われる。 
 

【表 1 アレンジメント案件の組成総額と投融資機関別内訳（百万円）】 

  03.9 期 04.9 期 05.3 中 累計 

 信託銀行 0 12,266 19,810 45,134

 都市銀行 2,522 3,649 17,545 34,180

 地方銀行 0 0 2,189 2,189

 その他 155 1,318 3,987 8,949

 合計 2,677 17,233 43,531 90,452

 
 プリンシパルファイナンス業務は、当社自身が資金供給者（投資家またはレンダー）としてストラクチ

ャードファイナンス案件に対して投融資（メザニンローン、匿名組合出資など）を行う。当社売上は、

営業貸付金からのローン手数料を含んだ金利収入及び匿名組合からの利益配当となる。 
 信用補完業務は、証券化や各種ストラクチャードファイナンスの仕組み上に存在するリスクを保証

などの形態で保険会社に引き受けさせ、仕組みの安定化を図るもの。当社では、この信用補完を案

件組成に取り入れた証券化などのアレンジメントを推進している。 
 

【表 2 プリンシパルファイナンスの実行残高推移（百万円）】 

 04.3 月 04.6 月 04.9 月 04.12 月 05.3 月 

営業貸付金 220 305 641 1,215 3,295
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 以上を通じた事業展開の結果として、事業部門別の販売実績は表 2 の状況である。投資銀行部門

を中心に大きく売上高が増加している。また、表 3 には大口販売先顧客を記載している。03.9 期に

は大手顧客 3 社で売上高の約 75%を占めるという不安定な状況であったが、04.9 期には顧客先が

分散され、個別に計上がされていない状態に改善されている。とりあえず、少数特定の顧客からの受

注に依存する体質からは脱却している様子である。 
 

【表 3 事業部門別販売実績（百万円）】 

 04.9 期 対前期比 

投資銀行業務部門 807 +584.3%

信用補完業務部門 128 +73.3%

その他 8 +193.9%

 
【表 4 主な相手先別の販売実績（百万円）】 

 03.9 期 04.9 期 

 販売高 シェア(%) 販売高 シェア(%) 

心斎橋ルネッサンス 54 28.1% -- --

デュープレックス・サード 47 24.1% -- --

ライオンズレジデンス・ツー 43 22.2% -- --

 
 
収支の状況～自社の資産規模に依存しつつ、業容を急拡大し黒字化を達成 
 売上高の増加によって、04.9 期から、ようやく単年度決算が黒字化した状態である。03.9 期には、

売上高がまだ少額であったことに加えて、前期損失修正額として 49 百万円を特別損失に計上したこ

とから、多額の当期損失を計上する結果となった。この特別損失の内容は、過年度棚卸資産の償却

とされているが、詳細は不明である。 
 当社業務は、自社の資産規模に大きく依存する体質となっており、事業の拡大に歩調を合せて、Ｂ

Ｓも肥大化している。03.9 期から 04.9 期にかけて、総資産で約 10 倍に相当する約 13 億円の増加

となっている。この内訳は、BS 左側では、現金及び預金で約 7 億円、営業貸付金で約 6 億円、営業

匿名組合出資金で約 5 千万円の増加となっている。営業貸付金の内訳は、当該年度の主要顧客で

あるデュープレックス・サーティーンス等である。これらに対応して、BS 右側では、ＵＦＪ銀行からの営

業借入金約 6 億円、資本の部で約 7 億円増加している。基本構造は、事業拡大に伴ってＵＦＪ銀行

から借り入れた資金を当社顧客に転貸した形である。 
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 また、04.9 期には黒字化され多額の当期利益を計上しているが、前期までの業績不振に伴って消

費税の免税業者となったことと、税務上の繰越欠損の利用（19.7%の低下）による実効法人税率の

低下（実際の適用税率は 23.6%）によるものである。消費税と法人税の減免効果は、05.9 期には解

消されると想定されるが、会社側が発表している 05.9 期業績予想でも、当然これを織り込んでいる模

様である。 
 
 
株式の状況～ストックオプションによる希薄化効果は 10%未満 
当社は、04 年 12 月に 1:5 の株式分割を実施し、05 年 3 月末時点での発行済み株式数は、60,950
株となっている。これに今回上場にあたっての公募が 6,000 株あり、更に表 5 に掲げるストックオプシ

ョンの未行使分が存在する。ストックオプションの全数を潜在株式として認識し、上場時点での想定

発行済み株式数は、73,950 株とした。 
 

【表 5 新株予約権の未行使残高の状況】 

株式数 行使価格 行使期間 

2,000 株 10,000 円 03.12 月～11.12 月 

5,000 株 80,000 円 06.7 月～14.6 月 

 
 
情報開示の状況～よく整備されたＨＰで、高い情報開示水準が今後期待される 
当社ＨＰには、既に投資家向け情報開示のページが開設されている。内容的には、財務データと上

場関連の書類・ニュースリリース等が閲覧できる程度だが、上場以前の段階での整備状況としては、

優秀な部類に入る。今後の積極的な情報開示も期待できる。 
 
 
本資料における個別銘柄に関する注意事項 
・ EPS・BPS・株主資本比率の計算の元となる、純資産・総資産・株主資本は、各決算期末時点の会社公表数値を用い

ている。発行済株式数は、自己保有株を含まない。また、株式分割・公募増資・自己株買い入れ等を必要に応じて過

年度を含めて修正している場合がある。 
・ 一株当りの配当は、株式分割・公募増資・自己株買い入れ等を必要に応じて過年度を含めて修正している場合があ

る。 
 
その他の重要な注意事項 

本資料は、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目

的、または要望を考慮しているものではありません。投資対象となる有価証券の価値や投資から得られる収入は、証券

価格の変動のほか、発行体の経営・財務状況の変化、金利や為替相場の変動やその他の要因によって変化する可能

性があり、投資額を下回る場合があります。また過去の実績は必ずしも将来の成果を示唆するものではありません。投資

に関する最終決定は、投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。 
本資料は、当社が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されたものですが、その情報の正確性・

完全性を保証するものではありません。また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、

今後予告なしに変更されることがあります。 
本資料の著作権は当社に帰属し、その目的のいかんを問わず無断で本資料を複写・複製・配布することを禁じます。 

 


