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2013 年 12 月期    決算短信（連結）［英国会計基準］   2014 年 2 月 10 日 

 

上 場 会 社 名 ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー 
上 場 取 引 所 東証マザーズ<外国株>  
コ ー ド 番 号 3827 ＵＲＬ http://www.japaninvest.co.jp 
代  表  者 (役職名) 高経営責任者 (氏名) マーク・バージズ・ワトソン 
代 理 人 森・濱田松本法律事務所 (氏名) 弁護士 中村 聡  
問合せ先責任者 (役職名) 財 務 部 長 (氏名) 津金 美紀子 TEL:(03)6402-7660
  
 
定時株主総会開催予定日  2014 年 3月 24 日          
会計基準の変更      - 
有価証券報告書提出予定日 2014 年 4月末                                          
決算補足説明資料作成の有無 ：有 
決算説明会開催の有無    ：有（アナリスト向け） 
配当支払開始予定日     ： - 
 
1． 2013 年 12 月期の連結業績（2013 年 1 月 1日～2013 年 12 月 31 日） 
 

(1) 連結経営成績 

（単位：ポンド（ポンド未満四捨五入）、括弧内は千円（千円未満四捨五入。ただし 1株当たり当期利益 

                   及び希薄化後 1 株当たり当期利益に関しては円））（%表示は対前年度増減率） 

 営 業 収 益 営 業 利 益 税引前経常利益 当期純利益 

  % % % %

2013 年 12 月期 
7,727,406 

(1,342,560) 

4.7 

 

3,601

(626)

- 3,745

(651)

- 

 

105,861

(18,392)

-

2012 年 12 月期 
7,383,440 

(1,030,211) 

15.5 

 

△193,406

(△26,986)

- △193,276

(△26,968)

- 

 

△193,276

(△26,968)

-

（単位：ポンド、括弧内は円） 

 
１株当たり 

当期利益 

希薄化後   
１株当たり 
当期利益 

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 

2013 年 12 月期 
0.93 

(161.58 円) 

0.76 

(132.04 円)
32.6% 0.2% 0.0%

2012 年 12 月期 
△1.90 

(△265.11 円) 

- 

(-)
△31.7% △8.8% △2.6%

(注)1. ①持分法投資損益           2013 年 12 月期 0 ポンド（0千円)  2012 年 12 月期  0 ポンド（0千円)       

 ②期中加重平均株式数(連結)    2013 年 12 月期 114,118 株      2012 年 12 月期  101,984 株 
     
(注)2. 当社の 2013 年 12 月期及び 2012 年 12 月期の連結経営成績については、当社の会計監査人である BDO エルエル

ピーによる国際監査基準（英国及びアイルランド）に準拠した監査を受けております。 

 
(注)3. 当社の 2013 年 12 月期及び 2012 年 12 月期連結財務諸表の原文はポンドで表示されています。連結経営成績に

ついて、括弧内に表示されている金額（千円）は、便宜上、2013 年 12 月 31 日現在において公表されている

東京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1ポンド＝173.74 円で換算された金額であります（但

し、参考値である 2012 年 12 月期の連結経営成績については、便宜上、2012 年 12 月 31 日現在において公表

されている東京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1ポンド＝139.53 円で換算された金額であ

ります。）。 
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(2) 連結財政状態 

（単位：ポンド（ポンド未満四捨五入）、括弧内は千円（千円未満四捨五入。ただし 1株当たり純資産に関しては円））  

 総 資 産 純  資  産 自己資本比率 
1 株当たり 

純資産 

2013 年 12 月期 
2,414,295

(419,460)

464,980

(80,786)
19.3% 

4.01

 (696.70 円)

2012 年 12 月期 
2,679,665

(373,894)

184,924

(25,802)
6.9% 

1.66

 (231.62 円)

(参考)  自己資本    2013 年 12 月期  464,980 ポンド   2012 年 12 月期 184,924 ポンド 

（80,786 千円）             （25,802 千円）  

(注) 当社の 2013 年 12 月期及び 2012 年度 12 月期連結財務諸表の原文はポンドで表示されています。連結財政状態に

ついて、括弧内に表示されている金額（千円）は、便宜上、2013 年 12 月 31 日現在において公表されている東

京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1 ポンド＝173.74 円で換算された金額であります（但し、

参考値である 2012 年度の連結財政状態については、便宜上、2012 年 12 月 31 日現在において公表されている東

京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1ポンド＝139.53 円で換算された金額であります。）。 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  （単位：ポンド（ポンド未満四捨五入）、括弧内は千円（千円未満四捨五入）） 

 営業活動か

らの正味 

現金支出額 

投資及び 

財務活動か

らの正味 

現金収入額 

 

税金の還付/

支払（△）

 

 資本的支出 

及び財務投資

に よる 正味

現金支出額 

流動性資金の

管理 –預金   

運用資金で  

の変動 

財務活動 

からの現金

収入額 

当連結会計 

年度現金 

増加/ 

減少額(△） 

2013年 12月期 
△140.112 

(△24,343) 

144 

(25) 

- 

(-)

△35,294

(△6,132)

△8,267

(△1,436)

58,350 

(10,138) 

△125,179

(△21,749)

2012年 12月期 
△1,092,482 

(△152,434) 

130 

(18) 

△8,396

(△1,171)

△139,543

(△19,470)

252,206

(35,190)

1,632,558 

(227,791) 

644,473

(89,923)

(注)  当社の 2013 年 12 月期及び 2012 年 12 月期連結財務諸表の原文はポンドで表示されています。連結キャッシュ・

フローの状況について、括弧内に表示されている金額（千円）は、便宜上、2013 年 12 月 31 日現在において公

表されている東京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1ポンド＝173.74 円で換算された金額であ

ります（但し、参考値である 2012 年度の連結キャッシュ・フローの状況については、便宜上、2012 年 12 月 31

日現在において公表されている東京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1ポンド＝139.53 円で換

算された金額であります。）。 

 
2． 配当の状況 

・現金配当 

 
1 株当たりの配当金（ポンド） 

第1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 期末 その他 年間 

2012 年 12 月期 - - - - - 0.00

2013 年 12 月期 - - - - - 0.00

2014年12月期(予想) - - - - - 0.00

 

 配当金総額（年間） 配当性向（連結） 純資産配当率（連結）

2012 年 12 月期 - - -

2013 年 12 月期 - - -

2014年12月期(予想) - - -
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 3. 2014 年 12 月期の連結業績予想（2014 年 1 月 1日～2014 年 12 月 31 日） 

            （単位：ポンド、括弧内は千円(ただし 1 株当たり当期純利益に関しては円）) 

 営 業 収 益 営 業 利 益 
税引前 

経常利益 
当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

2014 年 12 月期 

（通期） 

8,800,000 

(1,528,912) 

250,000 

(43,435)

250,000

(43,435)

250,000 

(43,435) 

2.08 

    (361.38 円)

 

(注 1)  当社の連結業績予想はポンド建てで行っております。2013 年 12 月期の連結業績予想について括弧内に表示さ 

れている金額（千円）は、便宜上、2013 年 12 月 31 日現在において公表されている東京外国為替市場における

外国為替交換レート(仲値)、1ポンド＝173.74 円で換算されたものを四捨五入して算出した金額であります。 

(注 2)  1 株当たり当期純利益（連結）予想は、2014 年 12 月期（通期）の予想加重平均株式数 120,000 をもとに算定

しております。 

 

 

 

 

  

※ 上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでいます。実際の業績は、業況の変化などにより、上記予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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 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）   

新規    0 社   

除外    0 社 

 

(2) 連結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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更             無 

② ①以外の変更              無 

 
(注) 詳細は、18 ページ「3. 連結財務諸表  (4) 財務書類に対する注記 1 会計方針」をご覧ください。 

 

(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）     2013 年 12 月期 115,932 株  2012 年 12 月期 111,624 株 

②期末自己株式数  2013 年 12 月期       - 株  2012 年 12 月期  - 株 

③期中平均株式数  2013 年 12 月期 114,118 株  2012 年 12 月期 101,984 株 

      

(注)1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28 ページ「3. 連結財務諸表  (4) 財

務書類に対する注記  13  一株当たり利益」をご覧ください。 
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

1．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

(a) 当期の経営成績 

当連結会計年度（自 2013 年 1 月 1日 至 2013 年 12 月 31 日）の日本株式市場は、日銀の金融緩和の推進や為

替市場の円安傾向、そしてデフレ脱却への期待などの影響で活況となり、当連結会計年度末の東証株価指数（TOPIX）

は前連結会計年度末比で 51.5％上昇、当連結会計年度の東証株価指数の平均についても、前連結会計年度比 46.5％

上昇となりました。同様に、当連結会計年度の東証第二部指数及びマザーズ指数の平均も、前連結会計年度比でそ

れぞれ 38.3％及び 104.8％の上昇となりました（ブルームバーグ社のデータによる。）。こうした日本株式市場の活

況を受けて、当連結会計年度の日本国外の機関投資家の日本株式市場における売買取引高は、前連結会計年度比で、

99.9％上昇しました（前連結会計年度：8.9％）。 

なお、当連結会計年度末の東証株価指数（TOPIX）は、前連結会計年度末比のポンド換算では、円安の影響により

21.4％の上昇にとどまっており、日本株式市場には依然上昇余力があると見ております。 

日本以外のアジア株式市場では、長引く新興国市場の低迷が影響し、アジアの主要株価指数の一つであるハンセ

ン指数は、平均では前連結会計年度比で 10.4％上昇したものの、前連結会計年度末比では 2.9%の上昇にとどまり

ました（ブルームバーグ社のデータによる。）。 

このような事業環境のもと、当社グループは、ソシエテ ジェネラルとの事業提携を通して、アジア株式リサーチ・

サービスのさらなる事業展開を推し進めてまいりました。 

当連結会計年度末のレーティング・カバレッジ（推奨つき銘柄）の銘柄数はほぼ横ばいに安定して推移し、地域

別銘柄数は、日本株式については 95 銘柄、アジア株式については、66 銘柄となりました（前連結会計年度末：日

本株式 95 銘柄、アジア株式 67 銘柄）。当連結会計年度末の当社グループのカバレッジ全体に対するアジア株式の割

合は、当連結会計年度末に銘柄の入替え等の調整を行った結果、当初の目標であった 50％には及ばず、41.0％とな

りました（前連結会計年度末：41.4％）。 

日本を含むアジア株式市場においては、カバレッジされている中小型株が未だ少ないことから、市場の回復と共

に中小型株への需要はさらに高まっており、中小型株は収益性が高い分野であると認識しております。当連結会計

年度には、韓国株式の中小型株のアナリスト並びに日本及び香港株式の中小型株のアナリスト補助をそれぞれ採用

し、中小型株のカバレッジの拡充にも注力してまいりました。 

スモール・キャップ・ネットワーク（小型株についてのリサーチ・レポート。通称“S-C Net”）では、日本株式

市場の回復による需要の高まりや韓国株式の S-C Net 発行を開始したことによりレポート数を伸ばし、当連結会計

年度末において、前連結会計年度末比で 19.2％増となり、日本株式では延べ 159 部、アジア株式では延べ 124 部の

合計 283 部のレポートを発行しました（前連結会計年度末：日本株式延べ 139 部、アジア株式延べ 98 部、合計 237

部）。この結果、当連結会計年度末において、当社グループの S-C Net のレポート数全体に対するアジア株式の割合

は、43.8％となりました。 

また、2013 年 12 月には、米国西海岸を拠点とする、ソシエテ ジェネラルとの事業提携を通した顧客に対する充

実したサービスの提供を目的として、米国サンフランシスコに駐在員事務所を開設いたしました。 

なお、2013 年 12 月 25 日発表「ソシエテ ジェネラルと締結したリサーチ・サービス契約に係る合意書の改定に

ついてのお知らせ」でお知らせいたしました通り、当社は、ソシエテ ジェネラルと締結したリサーチ・サービス
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契約に係る合意書（Framework Collaboration Agreement。以下「旧合意書」といいます。）の内容の改定について

協議し、2013 年 12 月 24 日付でソシエテ ジェネラルとの間で当該改定された合意書（以下「新合意書」といいま

す。）を締結しました。当該改定による旧合意書からの主な変更点としては、旧合意書では、リサーチ・サービス

契約に係る合意書の解除予告期間について、債務不履行等の要因により当該合意書を解除する場合を除き、当事者

の一方から 12 ヶ月前の解除予告を以って当該合意書を解除できるとしておりましたが、新合意書では、当該解除

予告の期間が 36 ヶ月に変更となりました。新合意書は、2014 年 1 月 1 日付で効力が発生しております。かかる合

意書の改定は、ソシエテ ジェネラルとの事業提携開始以降、同社との間で、事業提携関係を積み重ねてきた成果

であると考えております。 

また、当社の筆頭株主であるソシエテ ジェネラルとの事業提携が進展したことが、同社との今後の更なる事業

提携ひいては当社グループの発展に向けた新局面が展開される布石になると考えています。 

 

以上の結果、当社グループの当連結会計年度の連結経営成績は以下の通りとなりました。 

 

当連結会計年度の当社グループの営業収益は、前連結会計年度の 7,383,440 ポンド（1,030,211 千円）から 4.7％

増の 7,727,406 ポンド（1,342,560 千円）となりました。 

当該営業収益のうち、ソシエテ ジェネラルとの事業提携に基づき同社から支払われた収益は 85.8％となり（前

連結会計年度：82.4％）、前連結会計年度の 6,082,192 ポンド(848,648 千円)から 9.0％増加の 6,629,683 ポンド

（1,151,841 千円）となりました（詳細は「(4) 財務情報に対する注記 23. 関係会社取引」をご参照ください。）。 

このうち、ソシエテ ジェネラルを通した取引に係る手数料純額は、前連結会計年度比で 25.7％増となりました。

これは、当連結会計年度末における、当社グループへの当該手数料の支払いに係る顧客数が、新規顧客数の増加に

より、前連結会計年度末比で 12.2％増加したことや（前連結会計年度末：10.7％）、ソシエテ ジェネラルと連携し

たマーケティングの成果が現れたことに加えて、日本株式市場の回復による既存顧客の取引量の増加が大きく影響

したことによるものです。 

上記のとおり、ソシエテ ジェネラルを通した取引に係る手数料純額が、前連結会計年度比で 25.7％上昇したの

に対し、当連結会計年度末の東証株価指数（TOPIX）及びハンセン指数は、ポンド換算の前連結会計年度末比で、

それぞれ 21.4％及び 0.8％上昇しています。現在の、規制上の干渉や電子取引による利幅の縮小などによる、業界

全体で機関投資家から支払われる平均手数料率の低下傾向を考慮しても、当社グループの当該取引手数料純額の推

移は、上記両指数のポンド換算の上昇率に比し、順当であると考えております。 

一方、固定報酬などを含むリサーチ報酬及びその他の報酬は、前連結会計年度以降ソシエテ ジェネラルに対して

提供した追加的なその他のサービスが減少し、前連結会計年度比で 8.7％減となりました。 

営業費用は、人員補強及び従業員の離職回避に係る人件費や出張費等により増加傾向にありましたが、事務所賃

料や出向職員の転居費用等が削減されたことで、前連結会計年度の 7,576,846 ポンド（1,057,197 千円）から

7,723,805 ポンド（1,341,934 千円）となり、1.9％の微増に抑えることができました。なお、当連結会計年度にお

いて、投資に係る有価証券評価損等の計上はありません（前連結会計年度：368,125 ポンド（51,364 千円））。 

この結果、営業損益は、前連結会計年度の 193,406 ポンド（26,986 千円）の営業損失の計上に対し、3,601 ポン

ド（626 千円）の世界金融危機以来となる営業利益を計上しました。また、税引前経常損益は、前連結会計年度の

193,276 ポンド（26,968 千円）の税引前経常損失の計上に対し、3,745 ポンド（651 千円）の税引前計上利益を計

上しました。 
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 当期損益は、当連結会計年度に 102,116 ポンド（17,742 千円）の繰延税金資産を計上し、前連結会計年度の 193,276

ポンド（26,968 千円）の当期損失の計上に対し、105,861 ポンド（18,392 千円）の当期利益を計上しました（繰延

税金資産の詳細については「(4) 財務情報に対する注記 5. 経常利益（損失）に係る税金」をご参照ください。）。 

  

日本国外の機関投資家の日本及びアジア株式市場への注目が集まる中、ソシエテ ジェネラルとの事業提携のも

と、当社グループは、高品質なレポートと価格競争力などの強みを生かし、同業他社と比較して優位な位置を維持

していると判断しています。 

 

(b) 次期の見通し （自 2014 年 1 月 1日 至 2014 年 12 月 31 日） 

新合意書の効力が 2014 年 1 月 1日に発生したことにより、当社とソシエテ ジェネラルとの業務提携関係は更に

強化されました。かかる事業環境の中、2014 年度は、事業の中枢である営業部門のチーム全体の資質の向上及び規

模の拡大、並びにリサーチ部門のリサーチ商品の拡充に資金を投入していく予定です。 

当社では、慎重ながらも、長期の上昇トレンドに入りつつある日本株式市場、及びマーケット・シェア拡大中の

アジア株式市場での収益成長に期待しており、2014年度も、日本株式市場が継続して堅調に推移することを前提と

すると、2014年度の営業利益は、当連結会計年度の営業利益と比較して更なる成長余地があると見ております。 

他方、2014年度の営業費用については、上記に述べた中小型株のアナリストの採用に続き、2014年度にアナリス

ト及び営業チームの強化を図るべく、アナリストや営業スタッフの新規採用等の人員補強を適宜行うことに伴い、

新規採用や離職回避の費用など人件費の増加を見込んでおり、当連結会計年度比で10.7％増を予想しております。

なお、人員補強後の体制については、高水準なサービスの提供及び今後の収益成長の基盤となるソシエテ ジェネ

ラルとの事業提携を促進すべく、効果的に現人員体制を中核に据えながら事業を展開していく方針です。その他の

費用については、顧客サービスの質を保ちながら、諸経費のコストを抑えていく方針です。 

 なお、カバレッジについては、アジア株式の大中型株のレーティング・カバレッジを中心に、2014 年度末までに、

当社グループが提供するアジア株式のレーティング・カバレッジの割合を、全体の 50%の水準に押し上げることを

目指してまいります。一方、日本株式では、中小型株のカバレッジの拡充に注力してまいります。その他のアジア

株式カバレッジについては、韓国の中小型株及び S-C Net を推し進めるとともに、インド株式など新たなアジア地

域のカバレッジを検討しております。中国経済は未だ減速気味であるものの、日本株式とアジア株式の相対的な価

値に注視しながら、アジア地域全体の長期的 GDP（国内総生産）成長に注目したアジア株式への 適な投資戦略の

提供に注力し、日本株式とアジア株式を一体化した事業展開を推し進めてまいります。 

以上のとおり、当社グループは、2014 年度においても収益成長を持続し、コスト管理を徹底して利益性を強化す

ることで、中期的にバランスシート及び現金預金残高の水準の改善に取り組んでまいります。 かかる取組みを通

して、当社は、2014 年度の業績について、連結営業収益 8,800,000 ポンド(1,528,912 千円、前連結会計年度比 13.9％

増)、営業費用 8,550,000 ポンド（1,485,477 千円、前連結会計年度比 10.7％増）、営業利益 250,000 ポンド(43,435

千円)、税引前経常利益 250,000 ポンド(43,435 千円)及び当期利益 250,000 ポンド(43,435 千円)を予想しておりま

す。 

 なお、2014 年度において、既存事業であるリサーチ・サービス事業以外の新規事業の計画等はありません。 

（注）括弧内に表示されている金額は、便宜上、2013 年 12 月 31 日現在において公表されている東京外国為替市場

における外国為替交換レート(仲値)、1ポンド＝173.74 円で換算された金額であります。 
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上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。かかる要素には、日本及びその他のアジアの経済及び株式市場の動向、当社グループの事業分野

における競合の状況、当社グループのリサーチ・レポート及びリサーチ営業の品質、経営者及び主要な従業員の貢

献、主要顧客の動向、当社グループの事業に関連する規制の変更、為替動向等が含まれますが、これらに限られま

せん。実際の当期業績は、これらの不確定要素の動向などにより、上記予想数値と異なる結果となる可能性があり

ます。 
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(2)  財政状態に関する分析 

財政状態に関する主たる指標は下記のとおりです。 

(a) 連結財政状態 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末の 2,679,665 ポンド(373,894 千円)から 265,370 ポンド（46,105

千円）から減少し、2,414,295 ポンド(419,460 千円)となりました。これは、主に、ソシエテ ジェネラルから受けた

前受収益の取崩しの影響で、営業活動上のキャッシュ・フローがマイナスとなり、現金が減少したことによるもので

す。その他、有形固定資産については、リサーチ・レポート作成システムの改善や、営業チーム向け綿密な顧客情報

の提供及び適切な経営情報の把握を目的として、引き続き IT 基盤及びシステムの設備投資を行いました。 

当連結会計年度末の純資産については、前連結会計年度末の 184,924 ポンド（25,802 千円）から、総認識利得の計

上及び新株発行に係る現金の払込み等により、280,056 ポンド（48,657 千円）増加し、464,980 ポンド（80,786 千円）

となりました。また、正味流動資産についても同様に、前連結会計年度末の 212,243 ポンド（29,614 千円）から 143,124

ポンド（24,866 千円）増加し、355,367 ポンド（61,741 千円）となりました。 

現金預金は、営業活動上のキャッシュ・フローがマイナスとなった影響により、前連結会計年度末の 859,947 ポン

ド（119,988 千円）から 156,470 ポンド（27,185 千円）減少し、703,477 ポンド（122,222 千円）となりました。 

(b) 連結キャッシュ・フロー 

（営業活動上のキャッシュ・フロー） 

当期の営業活動の正味現金支出額は、主にソシエテ ジェネラルから受けた前受収益 545,426 ポンド（94,762 千円）

の取崩し等の影響により、140,112 ポンド（24,343 千円）となりました。なお、当該前受収益の取崩しは 2014 年度

前半に終了となることから、2014 年度の営業活動上のキャッシュ・フローは改善する見込みです。 

 

（投資及び財務活動からのキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、投資及び財務活動からの正味現金収入額は、預金の利息を受け、144 ポンド(25 千円)と

なりました。  

 

（資本的支出及び財務投資からのキャッシュ・フロー）  

当連結会計年度において、資本的支出及び財務投資の正味現金支出額は、主に IT 関連の備品等の有形固定資産の

購入により、35,294 ポンド（6,132 千円）となりました。 

 

（流動性資金の管理）   

当連結会計年度において、8,267 ポンド(1,436 千円)を定期預金に預け入れました｡  

 

（財務活動からの現金収入額） 

当連結会計年度において、従業員によりストック・オプション及び新株引受権が行使され、2013 年度第 4四半期に

発行した 394 株を含め、当連結会計年度に 4,308 株の普通株式を発行いたしました。その結果、当連結会計年度に合

計で 58,350 ポンド（10,138 千円）の現金の払込みを受けました。 
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2. 経営方針 

 

(1)  会社の経営の基本方針 

当社グループは、独自の視点による高品質なリサーチ・レポートの提供及び営業活動並びにソシエテ ジェネラルと

連携したマーケティングに重点を置き、アジア全域において、アイデアとサービスを創出し、顧客に収益をもたらす

証券ビジネスの展開を経営の基本方針としております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、収益力の強化及び利益の 大化を経営の目標としております。主な経営指標として「利益率」、「営業収益

増加率」、「営業収益・非人件費の比率」及び「営業収益・人件費の比率」を重要な指針としております。その他の重

要指標には、各アナリストの「推奨つきレポート発行数」、｢カバレッジ開始数｣などがあります。 

 

(3)  中長期的な会社の経営戦略 

当社グループでは、2014 年度、そして中長期的な経営戦略として以下の点に重点を置いてまいります。 

 

(a) アジア株式リサーチ・サービス 

当社グループは、顧客の利益の 大化を図りながら、マーケット・シェアの拡大を推進してまいります。 

常に顧客ニーズに応じたリサーチ・レポートを提供するべく、当社グループの商品委員会は、四半期毎に顧客ニ

ーズ等を網羅したガイドラインを発行し、リサーチ・アナリスト及び営業チームに対して顧客の利益実現と当社グ

ループの収益成長双方に焦点を当てた指導を行っています。 

リサーチ・カバレッジについては、当連結会計年度に韓国株式の中小型株のカバレッジを開始したように、2014

年度においても、レーティング・カバレッジ及び S-C Net 双方において、アジア全域のバランスをとりながら新た

な地域のカバレッジ開始を検討しています。具体的には、アジア全域において綿密なレポートの提供を図るため、

インド株式のカバレッジを検討しています。 

世界金融危機以降、アナリストによる小型株のカバレッジが減少し、多くの小型株が割安に評価されています。

当社グループの S-C Net では、企業の将来性やセクターの動向に注目したカバレッジを行い、経験豊富な業界アナ

リストのネットワークを駆使し、企業訪問によりレポートを作成しております。今後の小型株の潜在的需要に応え

るべく、アジア株式の S-C Net を積極的に推し進めてまいります。 

 

(b) 総合的な展望 

アジア株式については、当連結会計年度においては、新興国投資が回避される傾向がみられたものの、長期的に

は、現在の当社グループの日本株式からの営業収益の水準を超える伸びをもたらす可能性があると予想しておりま

す。 

当連結会計年度以降、日本株式市場に対する日本国外の機関投資家の動向が改善し、日本株式に回帰する動きが

活発になってきています。当社では、こうした日本国外の機関投資家の積極的な動向の継続を前提とすると、さら

に収益成長が牽引される余地があると考えています。 
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  (4)  会社の対処すべき課題 

2014 年度において、業績予想の達成及び株価の回復に向けて、以下の点について具体的に取り組んでまいります。 

 

(1) 利益率の回復 

当社グループでは、業績予想の達成に向け、利益率の回復に努めてまいります。この実現に向けて、2014 年度

において、以下の点について重点的に取り組んでいてまいります。 

 

(a)  アジア株式リサーチ・レポートからの収益力の強化 

アジア株式からの収益力を強化すべく、カバレッジの拡充を図り、2014 年度末までに、アジア株式のレーテ

ィング・カバレッジの割合を当社グループ全体のカバレッジのうち 50％の水準に押し上げることを目指してま

いります。また、上記で述べたとおり、2014 年度には、インド株式など新たなアジア地域のカバレッジの開始

を検討しております。 

なお、日本株式については、2014 年度は中小型株の拡充に注力してまいります。 

       

  (b) ソシエテ ジェネラルとの事業提携の展開 

当連結会計年度に、ソシエテ ジェネラルを通した取引に係る手数料が伸びを見せましたが、2014 年度におい

ても、上昇の余地があると見込んでおります。更なる収益成長を目指し、顧客との緊密な関係を築きながら、ソ

シエテ ジェネラルと香港及びロンドンで毎年開催する合同アジア・カンファレンスなどにおける営業活動によ

る効果や、当社グループのリサーチ・サービスと、マクロ分野での定評のあるソシエテ ジェネラルのリサーチ・

レポートとの相互補完関係の効果を活かして、アジア戦略を推し進めてまいります。 

 

      (c)  予算管理 

当社の予算委員会は、月次ベースで厳密な予算管理を行っております。2014年度においても、当連結会計年度

の実績比での営業費用全体を管理するとともに、経常収支に注視し、事業運営に十分な資金が経常的に確保され

るよう、予算を厳密に管理してまいります。また、バランスシートの状況についても注視してまいります。 

 

(d) 既存顧客維持に向けてのレポートの継続的改善 

商品委員会では、四半期毎にアナリストに対して、各レポートが将来の経済環境等を適確に反映しているか助

言を行っております。また、営業スタッフに対しては、当該レポートへの顧客のフィードバックなどについて助

言を行っております。かかる取組みにより、顧客ニーズに応えたリサーチ・サービスの提供、ひいては既存顧客

の維持に努めてまいります。 

 

(2) 現金預金 

当社グループの事業資金は、当社グループの保有する現金預金で調達されております。当連結会計年度は、営

業活動の正味現金支出額が、主にソシエテ ジェネラルから受けた前受収益 545,426 ポンド（94,762 千円）の取

崩し等の影響で現金が減少したことにより営業活動上の正味現金支出額が増加し、当連結会計年度末の当社グル

ープの現金預金残高は、前連結会計年度末の 859,947 ポンド（119,988 千円）から 156,470 ポンド（27,185 千円）

減少し、703,477 ポンド（122,222 千円）となりました。当社は、事業運営に十分な資金が経常的に確保されてい
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るよう、2014 年度においてもコスト及び利益性に注視し、現金預金の管理に努めてまいります。 

 

(3) バランスシートの強化  

当社グループの前連結会計年度末の純資産は、184,924 ポンド(25,802 千円)から、総認識利得の計上及び新株

発行に係る現金の払込み等により、280,056 ポンド（48,657 千円）増加し、当連結会計年度末において、464,980

ポンド(80,786 千円)となりました。2014 年度においても、上記同様コスト管理と利益性に注視し、バランスシー

トの強化に努めてまいります。 
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3 連結財務諸表 

 

(1)(a)  連結損益計算書 

 

  

 

 

注記 

2013 年度 

自 2013 年 1 月 1 日 

至 2013 年 12 月 31 日 

2012 年度 

自 2012 年 1 月 1 日 

至 2012 年 12 月 31 日 

  ポンド 千円 ポンド  千円

   

営業収益   7,727,406 1,342,560 7,383,440  1,030,211

販売費及び一般管理費  △7,723,805 △1,341,934 △7,576,846  △1,057,197

営業利益（△：損失）   3,601 626
 

△193,406 
 

 △26,986

受取利息  144 25 130  18

税引前経常利益（△：損失）  3,745 651 △193,276  △26,968

経常利益に係る税金 5 102,116 17,742 -  -

当期利益（△：損失）  105,861 18,392 △193,276  △26,968

  

 

  

 

一株当たり利益（△：損失） 

 

13 0.93 161.58 円

 

△1.90  △265.11 円

 

希薄化後一株当たり利益（△：損失） 

 

13 0.76 132.04 円

 
△1.90  △265.11 円



ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー （3827）2013 年 12 月期 決算短信 

 

 14

(1)(b)  連結認識利得損失計算書 

 

  

 

 

注記 

2013 年度 

自 2013 年 1 月 1 日 

至 2013 年 12 月 31 日 

2012 年度 

自 2012 年 1 月 1 日 

至 2012 年 12 月 31 日 

  ポンド 千円 ポンド  千円

当期利益（△：損失）  105,861 18,392 △193,276  △26,968

英国外子会社の純資産に係る為替 

換算差額 

 

△49,918 △8,673

 

△43,289 

 

 

△6,040

当期認識利得損失合計   17 55,943 9,720 △236,565  △33,008
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(2)(a)  連結貸借対照表 

 

  

注記

2013 年度 

2013 年 12 月 31 日現在 

2012 年度 

2012 年 12 月 31 日現在 

  ポンド 千円 ポンド  千円

固定資産   

有形固定資産 

 

7 109,613 19,044 134,887

 

18,821

 109,613 19,044 134,887  18,821

流動資産 

  受取債権 

  現金預金 

 

10 1,601,205

703,477

278,193

122,222

1,684,831

859,947

 

235,084

119,988

 

 

 
2,304,682 400,415 2,544,778  355,073

債務：１年以内に期限到来   11 △1,949,315 △338,674 △2,332,535  △325,459

正味流動資産（負債） 355,367 61,741 212,243  29,614

流動負債控除後 

資産合計 

 
464,980 80,786 347,130  48,435

債務：１年以後に期限到来 

前受収益 
 12 - - △162,206  △22,633

 464,980  80,786 184,924   25,802

 

資本金及び剰余金   

払込請求済株式資本 15 115,932 20,142 111,624  15,575

株式払込剰余金 16 41,358 7,186 8,504,775  1,186,671

利益剰余金 16 307,690 53,458 △8,431,475  △1,176,444

株主資本 17 464,980 80,786 184,924  25,802
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(2)(b)  貸借対照表 

 

 

 

注記 

2013 年度 

2013 年 12 月 31 日現在 

2012 年度 

2012 年 12 月 31 日現在 

  ポンド 千円 ポンド 

 

 千円

固定資産 

  投資 

 

8 1,461,198 253,869

 

1,461,198 

 

203,881

流動資産 

  受取債権 

  現金預金 

10 1,309,324

26,479

227,482

4,600

 

1,585,940 

29,347 

 221,286

4,095

  
1,335,803 232,082 1,615,287  225,381

支払債務：1年以内に期限到来 11 △635,690 △110,445 △460,659  △64,276

正味流動資産  700,113 121,638 1,154,628  161,105

流動負債控除後の資産合計  2,161,311 375,506 2,615,826  364,986

 

資本金及び剰余金    

払込請求済株式資本 15 115,932 20,142 111,624  15,575

株式払込剰余金 16 41,358 7,186 8,504,775  1,186,671

利益剰余金 16 2,004,021 348,179 △6,000,573  △837,260

株主資本 17 2,161,311 375,506 2,615,826  364,986
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(3)  連結キャッシュ・フロー計算書 

    

  

注記 

2013 年度 

自 2013 年 1 月 1 日 

至 2013 年 12 月 31 日 

2012 年度 

自 2012 年 1 月 1 日 

至 2012 年 12 月 31 日 

  ポンド 千円 ポンド  千円

   

営業活動上の正味現金支出額     20 △140,112 △24,343 △1,092,482  △152,434

投資及び財務活動による収入額 

受取利息 
 144 25 130  18

投資及び財務活動からの正味現金 

収入額 
 144 25 130  18

税金 

 税金の支払 
 

- -

 

△16,793 

 

△2,343

  税金の還付  - - 8,397  1,172

税金の正味現金支出額  - - △8,396  △1,171

資本的支出及び財務投資 

有形固定資産の購入 
 △35,294 △6,132 △139,543  △19,470

資本的支出及び財務投資による 

正味現金支出額 
 △35,294 △6,132

 

△139,543 

 

△19,470

流動性資金の管理及び財務活動考慮前

の正味現金支出額 
 △175,262 △30,450 △1,240,291  △173,058

流動性資金の管理 

 預金運用資金での変動 
 △8,267 △1,436 252,206  35,190

財務活動からの現金収入額 

 普通株式発行に係る払込額 
 58,350 10,138 1,632,558  227,791

 

当期現金増加額（△：減少） 21 △125,179 △21,749

 

644,473 

 

89,923
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財務書類に対する注記 

 

1 会計方針 

 

本財務書類は、英国会計基準に準拠して、取得原価主義の下で採用される会計基準により作成されています。 

    

以下の会計方針が採用されています。 

 

会計基準： 

連結の原則 

連結財務諸表には、取得法により、ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー及びその全ての子会社の損

益及び財政状態が含まれています。 

 

営業収益 

営業収益には、第三者から支払われるリサーチ報酬及びコミッション・シェア契約による当社グループ内で支払わ

れる手数料が計上されています。営業収益は顧客からの通知書やその他取締役が把握する情報等に基づき、サービ

ス期間に対応して認識されます。手数料を事前に受領した場合には、前受収益として計上されています。 

 

減価償却 

減価償却費は、全ての有形固定資産の取得原価から見積残存価格を差引いて償却計算を行って計上しています。そ

れは以下の償却率により計算されています。 

 

ＩＴ機器     - 年率 25% 

付帯設備     - 年率 25% 

建物附属設備 – 賃借期間で償却 

 

外貨換算 

それぞれの会社の外貨建取引は、取引発生日のレートを用いて換算されています。外貨建貨幣性資産及び負債は、

貸借対照表日のレートを用いて換算されています。その差額は損益として計上されます。 

英国国外事業の損益計算書は、各期間における為替レートの平均でポンドに換算されています。一方、英国国外事

業の貸借対照表は、貸借対照表日のレートでポンドに換算されています。英国外子会社の期首繰越剰余金と損益の

換算額と期末剰余金との差は剰余金に含まれています。 

 

繰延税金 

繰延税金は決算日までに発生したが解消されないすべての一時的差異に対して計上されますが、その認識は、潜在

的な一時的差異の認容を吸収するのに十分な将来の課税所得が発生すると予想できる範囲に限定されます。繰延税

金は割引現在価値で評価されません。 

 

オペレーティングリース 

オペレーティングリースのリース料の要支払額は、支払が定額でない場合でも､リース期間にわたって、定額法に

基づき損益計算書に計上されます。 

 

株式に基づく報酬 

従業員に株式オプションが付与された場合、付与日におけるオプションの公正価値は、権利確定までの期間にわた

り損益計算書に費用計上されます。市場外で権利が確定する条件の場合は、権利確定までの期間にわたって認識さ

れる累積額が、 終的に権利確定するオプションの数に基づくように、権利確定すると期待されるオプションの数
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量を各貸借対照表日時点で調整して考慮されます。市場で権利が確定する条件の場合は、付与されるオプションの

公正価値の構成要素とされます。なお、その他の権利確定の条件が満たされている限り、市場での権利確定の条件

が満たされているかどうかに関わらず費用が計上されます。 

 

オプションの権利確定前に、その期間及び条件が変更された場合、オプションの公正価値の増加はその変更の直前

と直後で計算され、残存する権利確定までの期間にわたって損益計算書に費用計上されます。 

 

オプションが従業員以外の個人に付与された場合、損益計算書には商品や役務の公正価値が費用として計上されま

す。なお、従業員により、市場価格未満で株式の引受けが行われる場合は、損益計算書には、株式発行時の公正価

値が費用として計上されます。 

 

投資についての評価額 

固定資産に計上されている投資については、引当金を控除して、費用として計上されています。流動資産に計上さ

れている投資については、取得価格又は正味実現価額のいずれか低い方で計上されます。 
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2 セグメント情報 

 

当社グループの顧客の多くは複数の拠点を有しています。当社グループの各拠点においてのセグメント情報は以下

の通りです。 

 

 英国 米国 日本 香港 連結 

 ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド 

   

2013 年度   

営業収益 1,690,230 875,413 2,498,714 2,663,049 7,727,406

利払・税引前利益 

（△：損失） 
△325,414 49,903 331,520 △52,408 3,601

純資産（負債） 2,386,843 61,678 △1,337,334 △646,207 464,980

   

2012 年度   

営業収益 3,188,988 497,504 2,434,120 1,262,828 7,383,440

利払・税引前利益 

（△：損失） 
138,513 △25,844 △306,632 557 △193,406

純資産（負債） 2,975,820 12,932 △2,108,828 △695,000 184,924

   

 

当社グループの事業は単一セグメントであり、開示すべき事業別のセグメント情報はありません。 
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3 営業利益（損失） 

2013 年度 2012 年度 

ポンド ポンド 

下記の費用が控除されます:    

減価償却費 59,733 45,559 

その他資産賃借料 – オペレーティングリース 

（土地及び建物） 
613,282 696,496 

監査人への報酬 (下記参照） 160,036 128,755 

為替換算差異 82,217 54,047 

 

監査人への報酬  

当社監査人又は当社監査人のアソシエート・ファームに

対する支払額 
 

当社及び連結財務書類の監査 46,942 46,881 

中間財務諸表のレビュー 38,700 38,700 

当社監査人及びそのアソシエート・ファームに対する支

払額 
 

当社グループ子会社の財務書類の監査 21,884 24,019 

税務コンプライアンス・サービス 21,099 15,953 

その他のアシュアランス・サービス 31,411 3,202 

 160,036 128,755 

 

上記には、当社の会計監査人である BDO エルエルピーのアソシエート・ファームへ支払った 27,594 ポンド（2012

年 12 月 31 日：43,174 ポンド）を含みます。 
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4 従業員 

 

 2013 年度  2012 年度

 人数  人数

業務執行取締役を含む 

当社グループの平均従業員数 
 

  営業及びリサーチ部門 36  33

  グループ管理部門 9  9

 45  42

 

業務執行取締役を含む、全従業員の人件費の内訳は下記の通りです： 

2013 年度 2012 年度

ポンド ポンド

給料賃金 4,234,754  4,001,822

社会保険料 226,031  214,905

4,460,785  4,216,727

 

  



ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー （3827）2013 年 12 月期 決算短信 

 

 23

5    経常利益（損失）に係る税金 

2013 年度 2012 年度

ポンド ポンド

英国法人税  

当期利益（損失）にかかる税額 -  -

前期利益にかかる税額の調整 -  -

外国税 
 

国外所得にかかる税額 -  -

過年度における国外所得にかかる税額の調整 -  -

当期法人税額  -  -

繰延税金  

一時差異 102,116  -

 事業活動からの利益（損失）にかかる税額 102,116  -

 

当期の税金費用は、英国の標準的な法人税率の水準と異なります。差額は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年度 2012 年度

ポンド ポンド

 

税引前経常利益（損失） 3,745  △193,273

英国の標準法人税率(23%)による経常利益に係る税額 

(2013 年度：24%) 
861  △50,252

差異:   

損金不算入 63,525  156,286

減価償却費超過額 13,739  13,000

国外所得上の税率 59,365  △39,181

税務上の繰越欠損金 17,148  30,278

繰越欠損金の控除 △154,638  △110,131

当期法人税額 -  -
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6  当期損失 

当社は、2006 年英国会社法第 408 条の特例の適用を受け、単体損益計算書を開示していません。2013 年度の単体損

失は 678,628 ポンド（2012 年 12 月 31 日：675,036 ポンド）です。 

 

7 有形固定資産 

 

当社グループ 建物附属設備 IT 機器 付帯設備  合計

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

 

取得原価 
     

2013 年 1 月 1 日現在 123,044 294,702 170,720  588,466

当期増加額 - 32,236 3,058  35,294

為替換算差額 △12,468 △13,724 △9,188  △35,380

2013 年 12 月 31 日現在 110,576 313,214 164,590  588,380

 

減価償却累計額 
  

2013 年 1 月 1 日現在 123,044 220,145 110,390  453,579

当期償却額 - 34,886 24,847  59,733

為替換算差額 △12,468 △12,462 △9,615  △34,545

2013 年 12 月 31 日現在 110,576 242,569 125,622  478,767

 

帳簿価額 

  

2013 年 12 月 31 日現在 - 70,645 38,968  109,613

2012 年 12 月 31 日現在 - 74,557 60,330  134,887
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8    投資固定資産 

 

子会社 

株式 

当社グループ ポンド 

  

2013 年 1 月 1 日及び 2013 年 12 月 31 日現在 1,461,198 

 

     子会社における投資 

本連結財務諸表の対象となる当社の連結子会社は以下の通りです。 

 

子会社 
法人 

設立国 

議決権比率 

及び持株比率 
事業の種類 

ジャパンインベスト・リミテッド 英国 100％ アジア企業のリサーチ分析と提供

ジャパンインベスト株式会社 日本 100％ アジア企業のリサーチ分析と提供

ジャパンインベスト・インク 米国 100％ アジア企業のリサーチ分析と提供

ジャパンインベスト（香港）リミテッド 香港 100％ アジア企業のリサーチ分析と提供

JI アジア・リサーチ・リミテッド  香港 100％ 上海駐在員事務所の管理 

JI アジア（ホールディングス)リミテッド 英国 100％ 持株会社 

 

9 繰延税金資産 

  

 2013 年度  2012 年度 

 ポンド  ポンド 

   

2013 年 1 月 1 日現在 -  - 

   

繰延税金資産 92,591  - 

   

  2013 年 12 月 31 日現在 92,591  - 

 

上記繰延税金資産は、当社グループの予想する将来の課税利益の範囲で、会計上及び税務上で認識される一

時差異に対して計上されています。 
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10. 受取債権 

   

 連結 連結 当社  当社

 2013 年度 2012 年度 2013 年度  2012 年度

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

   

売掛金 1,060,218 1,166,230 -  -

関係会社に対する債権額 - - 1,288,780  1,564,866

その他債権 289,144 370,488 17,920  18,450

前払金 159,252 148,113 2,624  2,624

繰延税金資産（注記：9） 92,591 - -  -

 1,601,205 1,684,831 1,309,324  1,585,940

 

その他債権のうち、ジャパンインベスト株式会社が規制当局からの許可を必要としなくなった場合に返還される規制

当局への保証金に係る 28,722 ポンド（2012 年 12 月 31 日: 35,575 ポンド）を除く全ての金額は 1 年以内に支払われ

る予定です。また、その他債権のうちの 53,781 ポンド（2012 年 12 月 31 日: 49,378 ポンド）は、日本及び香港にお

ける従業員及び取締役の住居の敷金であり、2ヶ月前までの事前通告で契約解除することが可能です。 
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11 支払債務：1年以内に期限到来 

 

 連結 連結 当社  当社

 2013 年度 2012 年度 2013 年度  2012 年度

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

   

買掛金 341,957 205,148 72,881  31,265

関係会社に対する債務額 - - 407,958  320,035

税金及び社会保険料 43,903 70,726 -  -

その他債務 112,107 127,437 61,719  62,402

未払金及び前受収益 1,451,348 1,929,224 93,132  46,957

 
1,949,315 2,332,535 635,690  460,659

 

12 債務：1年以降に期限到来 

 連結 連結 当社  当社

 2013 年度 2012 年度 2013 年度  2012 年度

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

前受収益 - 162,206 -  -

 - 162,206 -  -

 

前受収益は、ソシエテ ジェネラルと締結したリサーチ・サービス契約に基づき、同社から支払われた手数料で 

す。 
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13 一株当たり利益 

一株当たり利益は、以下の通り税引後経常損失を基に算出されています。 

 2013 年度 2012 年度 

 株式数 株式数 

普通株式発行数の加重平均 114,118 101,984 

普通株式ストック・オプションの影響 25,080 - 

希薄化後普通株式数 139,198 101,984 

 

 

 2013 年度 2012 年度 

 ポンド ポンド 

  

税引後経常利益（△：損失） 105,861 △193,276 

  

一株当たり利益（△：損失） 0.93 △1.90 

希薄化後一株当たり利益（△：損失） 0.76 △1.90 

 

財務報告基準第 22 号 41 節の従い、2012 年度の計算には、一株当たりの損失を減少させる要因である潜在株

式数は含まれていません（2012 月 12 月 31 日：15,410）。 
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14   株式に基づく報酬 

 

従業員株式オプション制度 

 

当社は従業員のインセンティブを図るために、3つの株式オプションのスキームを運営しており、当該スキームの詳

細は、コーポレート・ガバナンス報告書の「報酬委員会」に記載されています。また、当該スキームは、英国の従業

員に対する企業経営者インセンティブ（「EMI」）スキームとして登録されております。 

 

株式オプションは、2003 年の当社設立以降発行されており、株価に基づいて計算された行使価格又は額面金額で付

与されています。また、当該株式オプションは、勤続を条件として（長期奨励報酬制度に基づいて付与されたオプシ

ョンについては異なる条件）付与された日から 4年にわたり付与されることとなり、付与された日から 6年目もしく

は 10 年目に失効することとなります。 

 

2013年12月31日現在 

行使価格 

ポンド 

期首 

オプション数
当期付与  当期失効 

当期 

キャンセル
当期行使

期末 

オプション数 
 

加重平均 

契約残年数

1.00 18,199 6,101  △544 - △3,078  20,678  6.9

40.00 1,600 -  -   - -  1,600  2.0

4,500 円 1,200 -  - - △75  1,125  4.1

5,025 円 100 -  - - -  100  3.9

5,528 円 400 -  - - -  400  4.4

5,685 円 1,400 -  △300 - △300  800  3.0

5,850 円 250 -  △25 - △75  150  3.6

6,090 円 2,450 -  - - -  2,450  2.1

7,200 円 1,200 -  △500 - △550  150  3.4

9,015 円 6,660 -  △200 - △230  6,230  2.5

10,500 円 800 -  - - -  800  1.0

10,950 円 500 -  - - -  500  1.1

21,315 円 200 -  - - -  200  0.6

      

 34,959 6,101  △1,569 - △4,308  35,183  5.1
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     2012 年 12 月 31 日現在 

 

行使価格 

ポンド 

期首 

オプション数
当期付与  当期失効 

当期 

キャンセル
当期行使  

期末 

オプション数 
 

加重平均 

契約残年数

1.00 11,639 9,187  △858 - △1,769  18,199  7.4

40.00 1,600 -  -   - -  1,600  3.0

75.00 120 -  △120 - -  -  -

125.00 420 -  △420 - -  -  -

4,500 円 - 1,300  △100 - -  1,200  5.1

5,025 円 100 -  - - -  100  4.9

5,528 円 - 400  - - -  400  5.4

5,685 円 1,400 -  - - -  1,400  4.0

5,850 円 250 -  - - -  250  4.6

6,090 円 2,675 -  △225 - -  2,450  3.1

7,200 円 1,200 -  - - -  1,200  4.4

7,800 円 1,600 -  △1,600 - -  -  -

9,015 円 7,235 -  △575 - -  6,660  3.5

10,500 円 800 -  - - -  800  2.0

10,950 円 500 -  - - -  500  2.1

21,315 円 200 -  - - -  200  1.6

      

 29,739 10,887  △3,898 - △1,769  34,959  5.5

 

当期において、従業員によるオプション行使により、当社の普通株式 4,308 株(2012 年 12 月 31 日：1,769 株)が、

発行価格１ポンドで発行されました。行使日にかかる加重株価平均は20,458円です（2012年 12月 31日：2,976円）。 

 

当期末におけるオプション数合計のうち、権利付与済かつ行使可能なオプション数は、18,737 個（2012 年 12 月 31

日: 15,282 個）でした。 

 

当期において、株式オプション制度のもと付与されたオプションの公正価値の計算は以下のとおりです。 

 

 2013 年度 2012 年度 

   

オプション計算に用いたモデル式 
ブラック・

ショールズ

ブラック・ 

ショールズ 

付与日における株価の加重平均 (円) 18,141 3,517 

行使価額の加重平均(円) 174 859 

行使期間の加重平均(年) 2.1 6.0 

予想変動率(％) 55 55 

無リスク金利 (％) 0.55 0.55 

予想配当成長率 - - 

 

変動率は、予想リターンの標準偏差で計算されており、比較可能な上場企業の直近 3 年間の株価の統計分析に基づ

いています。 
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当期における株式オプション発行の関連費用は 165,763 ポンド（2012 年 12 月 31 日：199,160 ポンド）でした。オ

プションの発行開始以来、1,529,471 ポンド（2012 年 12 月 31 日: 1,363,708 ポンド）の費用が計上されています。 

 

ソシエテ ジェネラルへのワラントの発行 

 

ソシエテ ジェネラルとのリサーチ・サービス契約に基づき、当社は前期に、権利行使日において当社の発行済株式

の 24.99％に相当するワラントを同社に対して発行しています。当該ワラントの発行については、株価に基づく報

酬の取引の定義に基づいています。 

 

当該ワラントは、2012 年 4 月 23 日付け（ロンドン時間）で、ソシエテ ジェネラルにより全て行使され、当期にお

いて、当該ワラントの関連費用は 0ポンド（2012 年 12 月 31 日：19,663 ポンド）であり、当該ワラントの発行に関

連する総費用は 91,553 ポンド（2012 年 12 月 31 日:91,553 ポンド）でした。 

 

15  株式資本 

 

 2013 年度 2012 年度 

 ポンド ポンド 

  

授権株式総数   

普通株式 1,000,000 株 1 株当たり 1ポンド 1,000,000 1,000,000 

割当済み、請求済、払込済株式資本  

普通株式 1株当たり 1ポンド 115,932 111,624 

 

当期において、従業員によるオプション行使により、1 ポンドの発行価額で当社の普通株式 4,308 株が発行されま

した。 
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16 剰余金 

 

当社グループ 株式払込剰余金 利益剰余金 

 ポンド ポンド 

  

2013 年 1 月 1 日現在 8,504,775 △8,431,475 

普通株式の発行 54,041 - 

株式払込剰余金の処分 △8,517,459 8,517,459 

株式に基づく報酬 - 165,763 

連結に係る子会社株式の為替換算上の 

為替変動による影響 
- △49,918 

当期利益 - 105,861 

2013 年 12 月 31 日現在 41,358 307,690 

 

当社 株式払込剰余金 利益剰余金 

 ポンド ポンド 

  

2013 年 1 月 1 日現在 8,504,775 △6,000,573 

普通株式の発行 54,042 - 

株式払込剰余金の処分 △8,517,459 8,517,459 

株式に基づく報酬 - 165,763 

当期損失 - △678,628 

2013 年 12 月 31 日現在 41,358 2,004,021 
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17 株主資本変動調整表 

 

 連結 連結 当社  当社

 2013 年度 2012 年度 2013 年度  2012 年度

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

認識利得損失合計 55,943 △236,565 △678,628  △675,036

普通株式の発行 58,350 1,608,220 58,350  1,608,220

株式に基づく報酬に係る調整 165,763 218,823 165,763  218,823

資本増減額 

期首株主資本 

280,056

184,924

1,590,478

△1,405,554

△454,515 

2,615,826 
 

1,152,007

1,463,819

期末株主資本 464,980 184,924 2,161,311  2,615,826

 

18 オペレーティングリースに係るコミットメント 

 

当社グループは、下記のオペレーティングリースに係るコミットメントを有しています。 

 

 2013 年度  2012 年度

 土地建物  土地建物

 ポンド  ポンド

オペレーティングリース残存期間   

1年以内 216,478  108,970

1年超2年以内 166,205  483,540

2 年超 5年以内 -  71,434

 382,683  663,944

 

上記には、2ヶ月から 6ヶ月の事前通知によりキャンセル可能なオペレーティングリースが含まれています。 
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19 金融商品 

 

金融商品は、現金預金残高、通常業務から発生する受取債権及び支払債務等で構成されています。ポンド及び外

貨の現金預金残高は当社グループで承認された銀行に預け入れられています。外貨預金は海外子会社での通常の

業務だけでなくトレーディング業務からも生じています。当社グループの方針として､金利スワップや外貨関連金

融商品などのデリバティブ取引は行わないこととしています。 

 

通貨リスク 

当社グループは、海外業務の運営のため、またトレーディング業務の結果として外国通貨建ての現金預金を保有

する事で、外国為替リスクを有しています。このリスクについては、外貨の現金預金残高が外貨建債務と相殺さ

れるよう取締役により監視されています。当社グループは、英国だけでなく、日本、米国、香港及び中国で業務

を行っており、日本円、米国ドル、香港ドル、ユーロ及び中国元についてのエクスポージャーが生じています。 

当社グループの為替エクスポージャーの概要は、業務上の機能通貨であるポンドで表すと下記の通りとなります。 

 

 為替エクスポージャー純額（ポンド） 

    米国ドル    日本円   香港ドル  ユーロ  中国元 合計 

2013年12月31日現在 238,126 69,600 292,967 115,210 △5,307 710,596

2012年12月31日現在 413,294 121,109 213,789 △406,130 △7,413 334,649

 

短期の受取債権と支払債務は当社グループの為替エクスポージャーに含めて計算しております。 

 

流動性リスク 

当社グループは、流動性リスクに対する姿勢として、信頼性の高い銀行の短期（通常は 1ヶ月以下)の預金に預け

入れることにより、予測しうる需要に対応するのに十分な資金を確保することとしています。これらの預金は 1

ヶ月以下（典型的なものはオーバーナイト）で運用され、違約金なしで払い戻しが可能なため、現金として取り

扱われています。 

 

営業活動上の正味現金収入（支出）額は徐々に回復しており、ソシエテ ジェネラルから受けた前受収益の取り崩

しが終了する 2014 年前半以降になると、営業活動上の正味現金収入（支出）額は改善する見込みです。 

 

上記に照らし、当社では、当社グループの事業の将来性及び事業の展開のための流動性は十分に保たれていると

考えております。 
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金利リスク 

当社グループは、短期性の預金を利用することで、金利リスクを有しています。当期末における、当社グループが

保有する預金残高は以下の通りです。 

 

 通貨 金額 残存期間(日数) 金利 

     

 US ドル 14,189 151 0.0088% 

 計 14,189   

2013 年 12 月 31 日現在 ポンド  8,567   

     

 US ドル 14,166 151 0.175% 

 計 14,166   

2012 年 12 月 31 日現在 ポンド  8,715   

     

 

金融資産と流動性リスク 

当社グループは、703,477 ポンド(2012 年 12 月末: 859,947 ポンド)の現金及び短期性預金以外の英国財務報告基準

13 号の開示すべき金融資産を保有していません。このうち、188,456 ポンド(2012 年 12 月末: 169,027 ポンド) は

米国ドル、60,092 ポンド(2012 年 12 月末: 44,566 ポンド)は日本円、226,720 ポンド(2012 年 12 月末: 218,690 ポ

ンド)は香港ドル、0ポンド(2012 年 12 月末: 307 ポンド)は中国元、163,886 ポンド(2012 年 12 月末:359,236 ポン

ド)はユーロとして保有しております。 

 

当社グループの金融資産の公正価値は、帳簿価額と重要な差異はないと考えられます。 



ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー （3827）2013 年 12 月期 決算短信 

 

 36

20   営業利益（△：損失）と営業活動からの正味現金支出額との調整表   

 

2013 年度 2012 年度

ポンド ポンド

 

営業利益（△：損失） 3,601 △193,406

減価償却費 59,733 45,559

債権の減少（△：増加） 176,217 △336,001

債務の減少 △545,426 △1,195,582

投資にかかる減損引当金 - 368,125

株式に基づく報酬に係る調整 165,763 218,823

営業活動からの正味現金支出額 △140,112 △1,092,482

 

21 正味現金収入（支出）額と正味資金変動の調整表   

 

2013 年度 2012 年度

ポンド ポンド

当期現金増加（△：減少） △125,179 644,473

流動性資金の管理 8,267 △252,206

キャッシュ・フローからの正味資金の変動 △116,912 392,267

為替変動による影響 △39,558 △41,366

正味資金の当期変動額 △156,470 350,901

正味資金期首残高 859,947 509,046

正味資金期末残高 (注記 22) 703,477 859,947
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22 正味資金の分析   

 

 2012 年 

12 月 31 日現在 

キャッシュ・

フロー

その他キャッシ

ュ以外の変動
 

2013 年 

12 月 31 日現在 

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

   

現金預金 808,275 △125,179 △39,558  643,538

定期預金 51,672 8,267 -  59,939

合計 859,947 △116,912 △39,558  703,477

 

23 関係会社取引 

 

当期における当社グループとソシエテ ジェネラル間の取引は以下の通りです。 

 

 2013 年

12 月 31 日現在

 2012 年

12 月 31 日現在

 ポンド  ポンド

顧客の取引にかかる取引手数料純額 3,933,919  3,128,762

リサーチ報酬及びリサーチ・サービス契約に基づく手数料 2,695,764  2,953,430

 6,629,683  6,082,192

 

当期の取引にかかる手数料基本率は、付属条項による定率が用いられています。追加的サービスが発生した際は、

両社が追加手数料又は手数料について合意の上で、各四半期末に協議されることになります。 

 

当社のグループの連結貸借対照表に含まれているソシエテ ジェネラルに対する売掛金は、以下の通りです。 

 

 2013 年

12 月 31 日現在

 2012 年

12 月 31 日現在

 ポンド  ポンド

  

売掛金 695,833  796,939
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当社の連結貸借対照表に含まれている、ソシエテ ジェネラルから支払われた前受収益は以下の通りです。 

 

 2013 年

12 月 31 日現在

2012 年 

12 月 31 日現在 

 ポンド ポンド 

  

債務：1年以内に期限到来 582,362 1,378,751 

債務：1年以後に期限到来 - 162,206 

 

 


	Q4_13_Tanshin_Japanese_Sammary_サマリー
	Q4_13_Japanese_Tanshin_1090214 clean

