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2012 年 12 月期    決算短信（連結）［英国会計基準］   2013 年 2 月 13 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  2013 年 3月 25 日          
会計基準の変更      - 
有価証券報告書提出予定日 2013 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． 2012 年 12 月期の連結業績（2012 年 1月 1日～2012 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 

  % % % %

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)

-

2011 年 12 月期 

（遡及修正後） 

6,395,040 

(765,998) 

49.0 

 

△1,688,665

(△202,268)

- △1,688,572

(△202,257)

- 

 

△1,682,018

(△201,472)

-

（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 

2012 年 12 月期 
△1.90 

(△265.11 円) 

- 

(-)
△31.7% △8.8% △2.6%

2011 年 12 月期 

（遡及修正後） 

△20.44 

(△2,448.30 円) 

- 

(-)
△263.9% △70.6% △26.4%

(注)1. ①持分法投資損益           2012 年 12 月期 0 ポンド（0千円)  2011 年 12 月期  0 ポンド（0千円)       

 ②期中加重平均株式数(連結)    2012 年 12 月期 101,984 株      2011 年 12 月期  82,303 株 
     
(注)2. 当社の 2012 年 12 月期及び 2011 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 2012 年 12 月期及び 2011 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、2012 年 12 月 31 日現在の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（但し、参考値である 2011

年 12 月期の連結経営成績については、便宜上、2011 年 12 月 31 日現在の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＝119.78 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 

2012 年 12 月期 
2,679,665

(373,894)

184,924

(25,802)
6.9% 

1.66

 (231.62 円)

2011 年 12 月期 
2,284,769

(273,670)

△1,405,554

(△168,357)
△61.5% 

△17.06

 (△2,043.45 円)

(参考)  自己資本    2012 年 12 月期  184,924 ポンド   2011 年 12 月期 △1,405,554 ポンド 

（25,802 千円）             （△168,357 千円）  

(注) 当社の 2012 年 12 月期及び 2011 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、2012 年 12 月 31 日現在の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（但し、参考値である 2011 年

度の連結財政状態については、便宜上、2011 年 12 月 31 日現在の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＝119.78 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 

税金の支払・

還付（△）

 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(△） 

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)

2011年 12月期

（遡及修正後） 

△516,042 

(△61,812) 

98 

(12) 

15,000

(1,797)

△29,508

(△3,534)

△191,826

(△22,977)

530 

(63) 

△721,753

(△86,452)

(注)  当社の 2012 年 12 月期及び 2011 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、2012 年 12 月 31 日現在の東京外国

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（但し、参考値

である 2011 年度の連結キャッシュ・フローの状況については、便宜上、2011 年 12 月 31 日現在の東京外国為替

市場における外国為替交換レート(仲値)、1ポンド＝119.78 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 

2011 年 12 月期 - - - - - 0.00

2012 年 12 月期 - - - - - 0.00

2013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）

2011 年 12 月期 - - -

2012 年 12 月期 - - -

2013年12月期(予想) - - -
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 3. 2013 年 12 月期の連結業績予想（2013 年 1 月 1日～2013 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 

2013 年 12 月期 

（通期） 

7,500,000 

(1,046,475) 

100,000 

(13,953)

100,000 

(13,953)

100,000 

(13,953) 

0.88 

    (122.79)

 

(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、2012 年 12 月 31 日現在の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、2013 年 12 月期（通期）の予想加重平均株式数 113,000 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              有 

 
(注) 詳細は、19 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）     2012 年 12 月期 111,624 株  2011 年 12 月期 82,402 株 

②期末自己株式数  2012 年 12 月期       - 株  2011 年 12 月期 - 株 

③期中平均株式数  2012 年 12 月期 101,984 株  2011 年 12 月期 82,303 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、29 ページ「3. 連結財務諸表  (4) 財

務書類に対する注記  12  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 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日）は、全体的に外国人投資家の日本株式市場への投

資意欲の減退が目立ち、日本株式市場での海外投資家の売買取引代金は前連結会計年度比で 8.9%減少し（東京証券取引

所のデータ「海外投資家地域別株券売買状況」による。）、また、当連結会計年度の東証第二部指数の平均では 2.9%上昇

したものの、東証株価指数（TOPIX）及びマザーズ指数の各平均では前連結会計年度比でそれぞれ 6.4%及び 17.7%下落

しました（ブルームバーグ社のデータによる。）。しかし、2012 年度第 4 四半期（以下「当四半期」といいます。）の日

本株式市場では、2012 年 12 月に再任を果たした安部首相が公約に掲げた経済政策等が好感され、当四半期末の東証株

価指数（TOPIX）は、前連結会計年度末比で 18.0%上昇しました。 

その他のアジア株式市場でも、日本株式市場と同様、全体的には機関投資家の新興国投資へのリスク回避姿勢が見ら

れ、アジアの主要株価指数の一つであるハンセン指数平均は前連結会計年度比で 4.3%下落しました（ブルームバーグ社

のデータによる。）。しかし、当四半期後半は機関投資家の投資意欲に若干回復傾向が見られ、当四半期末のハンセン指

数は、前連結会計年度末比で 22.9%上昇しました。 

このように、当四半期末には、日本をはじめアジア株式市場でリスク選好が高まる兆しが見られたものの、全体的に

当連結会計年度は、欧州債務危機や世界的経済成長の不振により主要株価指数が下落し、日本国外の機関投資家による

日本株式市場での株式売買取引高が減少するなど、当社グループにとって厳しい事業環境となりました。しかし、当社

グループは、マーケット・シェア拡大を視野に入れながらアジア戦略を推し進め、着実に収益を伸ばすことができまし

た。 

 

当連結会計年度は、リサーチ・サービスの充実を図るべく、香港株式や中国株式を中心にアジア株式のカバレッジ数

の拡大に引き続き注力してまいりました。また、当四半期には、他のアジア地域への進出を視野に入れて、韓国株式な

どの中小型株を網羅したカバレッジの開始についても検討いたしました。 

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）の地域別銘柄数は、日本株式では 95 銘柄、アジア

株式では 67 銘柄となりました（前連結会計年度末：日本株式 99 銘柄、アジア株式 67 銘柄）。当連結会計年度末のアジ

ア株式のレーティング・カバレッジの銘柄数は、当連結会計年度に香港株式のレーティング・カバレッジの銘柄の入替

え等の調整を行ったことから予想より若干伸び悩んだものの、当連結会計年度末の当社グループ全体のレーティング・

カバレッジのうち、アジア株式のレーティング・カバレッジの割合は 41%となりました（前連結会計年度末：40%）。2013

年度は、韓国株式など他のアジア地域のカバレッジ開始を見込み、2013 年度末までに同割合の 50%達成を目指してまい

ります。 

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、アジア株式の

レポート数を伸ばし、当連結会計年度末までに、日本株式では 139 部、アジア株式では 98 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 220 部、アジア株式 53 部）。 

 

 当連結会計年度のソシエテ ジェネラルとの事業提携関係は、2012年度第2四半期に同社が当社の発行したワラントの

行使を通じて当社株式の24.99%を取得したことにより一段と強まりました。当連結会計年度においてソシエテ ジェネ
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ラルを通して当社グループと取引を行う顧客数は前連結会計年度末比で10.7%増加し（前連結会計年度末の対2010年度

末の顧客数の伸び：48.9%）、新規顧客数や既存顧客の売買取引高の増加により、当四半期を中心に当該事業提携による

収益も順調に伸びを見せました。 

 

なお、2013 年 1 月 7日発表「2012 年度第 4 四半期 投資有価証券評価損の計上に関するお知らせ」でお知らせいたし

ました通り、当社グループの連結財務諸表上、固定資産に計上されている IND-X（ホールディングス）リミテッド（以

下「IND-X 社」といいます。）の株式について、同社の事業再編により時価が著しく下落し、その回復があると認められ

ないことから、当四半期において、固定資産に計上されていた全額を、英国会計基準に基づく減損損失処理による投資

有価証券評価損として計上することとなり、当連結会計年度において 368,125 ポンド（51,364 千円）を計上することと

なりました。なお、当該有価証券評価損は、英国会計基準に基づき、当四半期の一般管理費に計上されております。 

 

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。 

 

営業収益は、2006 年度の 6,635,393 ポンドの当社グループの 高益を更新し、前連結会計年度の 6,395,040 ポンド

（765,998 千円）から、15.5%増の 7,383,440 ポンド（1,030,211 千円）となりました。これは、ソシエテ ジェネラル

と開催した合同アジア・カンファレンスなどでの営業効果による新規顧客の獲得や、既存顧客の売買取引高の増加など

によるものです。なお、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く収益は 82.4%となりました。 

営業費用は、上記で述べたとおり、当四半期に IND-X 社株式に係る有価証券評価損を計上したものの、専門家報酬、

人件費、IT 費用等が減少したことにより、当該有価証券評価損による営業費用への影響は若干緩和され、前連結会計年

度の 8,083,705 ポンド（968,266 千円）から 6.3%減少の 7,576,846 ポンド（1,057,197 千円）となりました。なお、当

該有価証券評価損を営業費用に考慮しない場合の前連結会計年度比の営業費用は、前連結会計年度比で 10.8%減少の

7,208,721 ポンド（1,005,833 千円）となりました。 

この結果、営業損失は、前連結会計年度の 1,688,665 ポンド（202,268 千円）から 88.6%減少し、193,406 ポンド（26,986

千円）となりました。 

当社では、当初の業績予想では、当期損益ゼロを予想していたものの、上記で述べた有価証券評価損を計上したこと

により、当連結会計年度において当期損失を計上することとなりました。税引前経常損失及び当期損失は、前連結会計

年度の 1,688,572 ポンド（202,257 千円）の税引前経常損失及び 1,682,018 ポンド（201,472 千円）の当期損失から 88.5%

減少し、193,276 ポンド（26,968 千円）となりました。 

なお、当社グループは、各四半期会計期間中の外国為替の変動による外貨換算への影響を考慮し、当連結会計年度に

おいて、連結財務諸表作成上、当社の英国国外の子会社との外貨建取引に係る外貨換算についての会計方針を変更して

おります。詳細は、添付資料 19 ページ、「3. 連結財務諸表 (4) 財務情報に対する注記  1 会計方針」をご参照くだ

さい。 

 

（b）次期の見通し （自 2013 年 1 月 1日 至 2013 年 12 月 31 日） 

2013 年度は、当社グループは、主要顧客へのサービスを中核に据えた事業展開とアジア市場でのマーケットシェアの

拡大を視野に入れて、収益力の強化に重点を置いてまいります。 

2013年度の営業収益については、当連結会計年度比では若干緩やかな伸びとなる1.6%増を予想しておりますが、日本

国外の機関投資家による日本株式市場への投資意欲が本格的に回復し、かつ、アジア株式市場でも、機関投資家の新興
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国投資へのリスク回避姿勢が緩和された場合は、上振れする余地はあるものと考えております。 

2013年度の営業費用については、2013年度に韓国株式など他のアジア地域におけるカバレッジの開始を予定している

ものの、当連結会計年度同様、専門家報酬や人件費の管理を徹底し、当連結会計年度比で2.3%の減少を予想しておりま

す。 

2013 年度の人員体制については、リサーチ・サービス事業の充実を図るべく、適宜有能な人材を補強していくものの、

当連結会計年度末の人員数の水準を維持していく方針です。 

以上を踏まえ、2013 年度の業績について、当社では連結営業収益 7,500,000 ポンド(1,046,475 千円、前連結会計年

度比 1.6%増)、営業費用 7,400,000 ポンド（1,032,522 千円、前連結会計年度比 2.3%減）、営業利益 100,000 ポンド(13,953

千円、前連結会計年度比 151.7%増)、税引前経常利益 100,000 ポンド(13,953 千円、前連結会計年度比 151.7%増)及び

当期利益 100,000 ポンド(13,953 千円、前連結会計年度比 151.7%増)を予想しております 

なお、2013 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、2012 年 12 月 31 日現在の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。 

 

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 2,284,769 ポンド(273,670 千円)から 394,896 ポンド（55,100 千

円）から増加し、2,679,665 ポンド(373,894 千円)となりました。 

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 1,405,554 ポンド(168,357 千円)のマイナスから、2012

年度第 2四半期にソシエテ ジェネラルからの新株発行に係る払込みや、株式に係る報酬の調整等により損失を抑えたこ

とで 1,590,478 ポンド（221,919 千円）増加し、184,924 ポンド（25,802 千円）となりました。また、正味流動資産に

ついても同様に、上記のソシエテ ジェネラルからの新株発行に係る払込みや長期負債に計上されている前受収益の収益

への振替えにより、前連結会計年度末の 737,872 ポンド（88,382 千円）のマイナスから 950,115 ポンド（132,570 千円）

増加し、212,243 ポンド（29,614 千円）となりました。 

現金預金は、上記のソシエテ ジェネラルからの新株発行に係る払込みにより、前連結会計年度末の 509,046 ポンド

（60,974 千円）から 350,901 ポンド（48,961 千円）増加し、859,947 ポンド（119,988 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） 

当連結会計年度における営業活動の正味現金支出額は、1,092,482 ポンド（152,434 千円）となりました。これは当連

結会計年度の営業損失 193,406 ポンド（26,986 千円）の計上や、経費関連の債務 1,195,582 ポンド（166,820 千円）の

支払いのほか、当連結会計年度の営業収益にはソシエテ ジェネラルから 2010 年度に受けた前受収益の期間対応での収

益への振替分が含まれており、当該振替分の収益については現金の収入を伴わないことにより、事業運営資金の補填の

ため資金が減少したことによるものです。 

 

（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ける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、130 ポンド(18 千円)となり

ました。  

 

（税金の還付・支払）  

当連結会計年度は、前連結会計年度に係る 16,793 ポンド（2,343 千円）の税金を支払い、また 8,397 ポンド（1,172

千円）の還付を受けました。 

 

（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ける資本的支出及び財務投資の正味現金支出額は、139,543 ポンド（19,470 千円）となりました。

これは、当社の香港子会社の人員の増加や、当社及び英国外子会社の事務所の家賃削減等を理由とした事務所移転、そ

して IT システムへの投資等によるものです｡ 

 

（流動性資金の管理）   

当連結会計年度において、252,206 ポンド(35,190 千円)が定期預金から引き出されました｡  
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   （財務活動からの現金収入額） 

当連結会計年度において、当社は 2012 年度第 2 四半期にソシエテ ジェネラルによるワラントの行使に際し 27,453

株の普通株式を発行いたしました。その他に、従業員による新株引受権の行使により、当四半期に発行した 859 株を含

め、当連結会計年度に 1,769 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 1,632,558 ポンド

（227,791 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 

当社グループでは、次の 2 点を経営の基本方針としております。 

① 独立系の強みを生かした中立的な視点での高品質なリサーチ・サービスの提供 

② アジア全域において、独自のアイデアとサービスで一貫して顧客の利益目標の実現を目指す証券ビジネスの展

開 

 

(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、収益に関する主な経営指標として「営業収益額」

及び「営業収益増加率」、利益に関する指標として「営業収益・総費用の比率」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。また、当社グループの事業の質を高めるための重要指標として、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、2013 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き、事業の基盤強化及び発展に

努めてまいります。 

 

(a) 高品質なアジア株式リサーチ・サービスの提供 

当社グループでは、顧客の利益の 大化に向けて、マーケット・シェアの拡大を視野に、高品質なリサーチ・サ

ービスの提供に努めております。 

具体的には、当社グループの商品委員会が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スタッフ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

おります。 

リサーチ・カバレッジについては、当社グループは、中小型株のカバレッジを積極的に推し進めており、当連結

会計年度においても S-C Net のレポート数を伸ばしております。世界金融危機以降、業界全体で中小型株のカバレ

ッジは減少しており、多くの中小型株が割安に評価されておりますが、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。 

なお、2013 年度には、リサーチ・サービスの充実を図り、韓国株式などのアジア地域の中小型株を網羅したカバ

レッジの開始を予定しております。 

当連結会計年度において、リサーチ・レポート作成の効率化を図り、レポート作成に係る新システムを導入いた

しました。2013 年度においても、リサーチ・サービスの充実度を更に高め、高品質なレポートの提供に努めてまい

ります。 

 

(b) 今後の見通し 

2013 年度の営業収益について、当社では、日本国外の機関投資家による日本株式市場への投資意欲が本格的に回

復し、かつ、アジア株式市場でも、機関投資家の新興国投資へのリスク回避姿勢が緩和された場合は、上振れの余
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地はあるものと考えております。すなわち、当社では、営業収益は、2013 年度の日本をはじめアジア株式市場の展

開如何で伸びる余地があり、また中長期的に株式市場が回復傾向を続けた場合は、当連結会計年度の業績の水準を

超える潜在的な余力があると考えております。 

 

 (4) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、2013 年度において、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 

当社グループは、2013 年度では、業績予想の達成に向け、利益率の改善に注力いたします。この実現に向けて、

特に以下の点を具体的な対処方針として取り組んでまいります。 

 

(a)  リサーチ・カバレッジの拡大 

当連結会計年度においても、アジア株式のカバレッジ拡大に注力し、レーティング・カバレッジの地域別銘柄

数は、日本株式では 95 銘柄、アジア株式では 67 銘柄となり（前連結会計年度末：日本株式 99 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全体のレーティング・カバレッジのうち、アジア株式のレーティン

グ・カバレッジの割合は 41%となりました（前連結会計年度末：40%）。当連結会計年度に香港株式のレーティン

グ・カバレッジの銘柄の入替え等の調整を行い、前連結会計年度比では微増であるものの、2013 年度は、韓国株

式など他のアジア地域のカバレッジ開始を見込み、2013 年度末までに同割合の 50%達成を目指してまいります。 

 

(b) ソシエテ ジェネラルとの事業提携 

当連結会計年度に、ソシエテ ジェネラルが当社の発行したワラント行使を通じて当社株式の24.99％を取得し

たことにより、当社とソシエテ ジェネラルの事業提携の関係は一段と強まり、当連結会計年度においてソシエテ 

ジェネラルを通して当社グループと取引を行う顧客数、そして当該事業提携による収益も順調に伸びております。

また、当該ワラントの行使につき、同社から払込価額の総額として新株発行に係る払込み（2,000,000 ユーロ

（215,020 千円、1,636,377 ポンド））を受け、当社グループの現金預金及び財務状況は改善しております。 

2013 年度の営業収益については、一段と強まったソシエテ ジェネラルとの事業提携のもと、顧客との緊密な

関係を築きながら、ソシエテ ジェネラルと開催した合同アジア・カンファレンスなどの営業効果や、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、利益率の改善を目指してまいります。 

（注）括弧内に表示されている金額は、便宜上、当連結会計期間については、2012 年 4 月 23 日現在の東京外国

為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1 ユーロ＝107.51 円、1 ポンド＝131.40 円で換算された金額であ

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。2013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。 

なお、2013 年度の営業費用は、当連結会計年度比で 2.3%減少する見込みです（詳細は上記「1．経営成績（1）
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経営成績に関する分析 (b) 次期の見通し」をご参照ください）。 

 

(d) 既存顧客の維持とリサーチ・サービスの充実 

商品委員会では、顧客満足度を高めるため、四半期毎にリサーチ・アナリストに対して、アナリストが作成す

る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、かかる取組みにより、既存顧客の維持、

ひいてはリサーチ・サービスの質の向上に努めております。 

 

(2) キャッシュ・フロー管理 

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、当連結会計年度は、193,276

ポンド（26,968 千円）の当期損失を計上したものの、当連結会計年度末の当社グループの現金預金残高は、ソシ

エテ ジェネラルからの新株発行に係る払込みにより、前連結会計年度末の、509,046 ポンド（60,974 千円）から

350,901 ポンド（48,961 千円）増加し、859,947 ポンド（119,988 千円）となりました。 

しかし、当連結会計年度のキャッシュ・フロー現金支出額は、当連結会計年度に計上した営業損失に加え、経

費関連の債務の支払いやソシエテ ジェネラルから受けた前受収益の取崩しにより資金が減少し、前連結会計年度

比では正味現金支出額が増える結果となりました。 

当社は、事業運営に十分な資金が経常的に確保されているよう、2013 年度においてもコスト及び利益性に注視

し、キャッシュ・フロー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 1,405,554 ポンド(168,357 千円)のマイナスであったことから、

債務超過の状況にありましたが、上記同様ソシエテ ジェネラルからの新株発行に係る払込みや株式に係る報酬の

調整により 1,590,478 ポンド（221,919 千円）増加し、当連結会計年度末において債務超過は解消し、184,924 ポ

ンド(25,802 千円)となりました。 

当社は、上記同様コスト管理と利益性に注視し、2013 年度においても健全なバランスシートの維持に努めてま

いります。 

 

(4) 株価の回復  

東京証券取引所の有価証券上場規程第 604 条第 1項第 1 号（関連規則は同規程第 603 条第 1項第 2 号 b）では、

流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において所要額（注）未満である場合において、1 年以内に

所要額以上とならないときは、上場廃止になる旨が規定されています。 

当連結会計年度末における当社の流通株式（50,423 株）の時価総額は、2012 年 12 月末日の当社株式の株価 2,970

円につき 149,756,310 円となり、当連結会計年度末時点において当社流通株式の時価総額が 1 億 5 千万円未満と

なるため、当連結会計年度末時点において上記当社株式の時価総額に係る上場廃止基準に該当する見込みです。

当該上場廃止基準に該当し、その後 1 年以内に当社流通株式の時価総額が 1 億 5 千万円以上とならなかった場合

には、当社の株式は東京証券取引所から上場廃止となります。 

なお、2013 年 1 月末時点の当社の流通株式（50,423 株）の時価総額は、2013 年 1 月末日の当社株式の株価 6,000

円につき 302,538,000 円となりました。 
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当社としましては、当社株式の株価及び時価総額回復、ひいては企業価値の向上を目指すとともに、今後も東

京証券取引所における上場を維持するよう 大限に努めてまいります。 

（注）2009 年１月 13 日に東京証券取引所が定めた措置（2012 年 12 月 4 日付けで延長）により、2013 年 12 月 31

日までの間、流通株式の時価総額に関する上場廃止基準は 2 億 5 千万円から 1 億 5 千万円にそれぞれ変更して適

用されています。
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3 連結財務諸表 
 

(1)(a)  連結損益計算書 

 

  

 

 

注記 

2012 年度 

自 2012 年 1 月 1 日 

至 2012 年 12 月 31 日 

2011 年度 

自 2011 年 1 月 1 日 

至 2011 年 12 月 31 日 

（遡及修正後） 

  ポンド 千円 ポンド  千円

   

営業収益  1 7,383,440 1,030,211 6,395,040  765,998

販売費及び一般管理費  △7,576,846 △1,057,197 △8,083,705  △968,266

営業損失  
 
3 
 

△193,406 △26,986
 

△1,688,665 
 

 △202,268

受取利息  130 18 93  11

税引前経常損失  △193,276 △26,968 △1,688,572  △202,257

経常利益に係る税金 5 - - 6,554  785

当期損失  △193,276 △26,968 △1,682,018  △201,472

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一株当たり損失 

 

12 △1.90 △265.11 円

 

△20.44  △2,448.30 円

 

希薄化後一株当たり損失 

 

12 △1.90 △265.11 円

 
△20.44  △2,448.30 円
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(1)(b)  連結認識利得損失計算書 

 

  

 

 

注記 

2012 年度 

自 2012 年 1 月 1 日 

至 2012 年 12 月 31 日 

2011 年度 

自 2011 年 1 月 1 日 

至 2011 年 12 月 31 日 

（遡及修正後） 

  ポンド 千円 ポンド  千円

当期損失  △193,276 △26,968 △1,682,018  △201,472

英国外子会社の純資産に係る為替 

換算差額 

 

△43,289 △6,040

 

△105,121 

 

 

△12,591

当期認識利得損失合計   16 △236,565 △33,008 △1,787,139  △214,064
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(2)(a)  連結貸借対照表 

 

  

注記

2012 年度 

2012 年 12 月 31 日現在 

2011 年度 

2011 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 

投資 

 

7 

8 

134,887

-

18,821

-

50,060

368,125

 

5,996

44,094

 134,887 18,821 418,185  50,090

流動資産 

  受取債権 

  現金預金 

 

9 1,684,831

859,947

235,084

119,988

1,357,538

509,046

 

162,606

60,974

 

 

 
2,544,778 355,073 1,866,584  223,579

債務：１年以内に期限到来  10 △2,332,535 △325,459 △2,604,456  △311,962

正味流動資産（負債） 212,243 29,614 △737,872  △88,382

流動負債控除後 

資産合計 

 
347,130 48,435 △319,687  △38,292

債務：１年以後に期限到来 

前受収益 
11  △162,206 △22,633 △1,085,867  △130,065

 184,924  25,802 △1,405,554   △168,357

 

資本金及び剰余金   

払込請求済株式資本 14 111,624 15,575 82,402  9,870

株式払込剰余金 15 8,504,775 1,186,671 6,925,777  829,570

利益剰余金 15 △8,431,475 △1,176,444 △8,413,733  △1,007,797

株主資本 16 184,924 25,802 △1,405,554  △168,357
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(2)(b)  貸借対照表 

 

 

 

注記 

2012 年度 

2012 年 12 月 31 日現在 

2011 年度 

2011 年 12 月 31 日現在 

  ポンド 千円 ポンド 

 

 千円

固定資産 

  投資 

 

8 1,461,198 203,881

 

1,829,323 

 

219,116

流動資産 

  受取債権 

  現金預金 

9 1,585,940

29,347

221,286

4,095

 

1,422,565 

4,313 

 170,395

517

  
1,615,287 225,381 1,426,878  170,911

支払債務：1年以内に期限到来 10 △460,659 △64,276 △1,792,382  △214,692

正味流動資産（負債）  1,154,628 161,105 △365,504  △43,780

流動負債控除後の資産合計  2,615,826 364,986 1,463,819  175,336

 

資本金及び剰余金    

払込請求済株式資本 14 111,624 15,575 82,402  9,870

株式払込剰余金 15 8,504,775 1,186,671 6,925,777  829,570

利益剰余金 15 △6,000,573 △837,260 △5,544,360  △664,103

株主資本 16 2,615,826 364,986 1,463,819  175,336
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(3)  連結キャッシュ・フロー計算書 

    

 
 

注記 

2012 年度 

自 2012 年 1 月 1 日 

至 2012 年 12 月 31 日 

2011 年度 

自 2011 年 1 月 1 日 

至 2011 年 12 月 31 日 

（遡及修正後） 

  ポンド 千円 ポンド  千円

   

営業活動上の正味現金支出額     19 △1,092,482 △152,434 △516,042  △61,812

投資及び財務活動による収入額 

受取利息 
 130 18 93  11

投資及び財務活動からの正味現金 

収入額 
 130 18 93  11

税金 

 税金の支払 
 

△16,793 △2,343

 

- 

 

-

  税金の還付  8,397 1,172 15,000  1,797

税金の正味現金収入額 

（△：支出） 
 △8,396 △1,171 15,000  1,797

資本的支出及び財務投資 

有形固定資産の購入 
 △139,543 △19,470 △29,508  △3,534

資本的支出及び財務投資による 

正味現金支出額 
 △139,543 △19,470

 

△29,508 

 

△3,534

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 
 △1,240,291 △173,058 △530,457  △63,538

流動性資金の管理 

 預金運用資金での変動 
 252,206 35,190 △191,826  △22,977

財務活動からの現金収入額 

 普通株式発行に係る払込額 
 1,632,558 227,791 530  63

 

当期現金増加額（△：減少） 20 644,473 89,923

 

△721,753 

 

△86,452
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(4) 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。 

 

過年度の財務諸表の修正 会計方針の変更 

 

当期において、当社グループは、連結上、当社の英国国外の子会社との外貨建取引に係る外貨換算についての会計

処理の方法を変更しております。これまで、英国国外事業の損益計算書の数値は、貸借対照表日の為替レートでポ

ンドに換算されていましたが、当四半期より、損益計算書の数値は、各四半期連結会計期間における為替レートの

平均が採用されています。 

 

当該会計方針の変更につき、当社グループは、当期の比較連結損益計算書、連結認識利得損失計算書及び関連注記

を遡及修正しております。 

 

前期の財務諸表への影響については、連結認識利得損失計算書における為替換算差額を修正した結果、当期損失が

44,605 ポンド（5,343 千円）減少しました。なお、前期の貸借対照表への影響はありません。 

 

当期において、当該会計方針の変更による影響は、連結認識利得損失計算書における為替換算差額を修正した結果、

当期損失が 41,181 ポンド（5,746 千円）増加しました。なお、当期の連結貸借対照表への影響はありません。 

 

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 2012

年 12 月 31 日時点で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、前受金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。 
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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。 

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 

従業員にストック・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

にわたって損益計算書に費用計上します。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いたものになるように、権利確定すると期待さ

れるこのエクイティ手段の数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。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をその変更の直前

と直後で測定し、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します。 

 

このエクイティ・インスツルメンツ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 

   

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

   

2011 年度   

営業収益 

（遡及修正後） 2,032,274 679,376 2,991,304

 

692,086 6,395,040

利払・税引前損失:△ 

（遡及修正後） 
△869,895 △50,443 △422,838 △345,489 △1,688,665

純資産（負債） 1,477,151 37,465 △2,151,813 △768,357 △1,405,554

   

 

上記の比較情報は、注記 1で記載した会計方針変更による遡及修正後の数値です。当該会計方針の変更に係る各子

会社については、純額ではなく総額が遡及修正されています。 

 

現在当社グループの事業はリサーチ・サービス事業のみになり、今後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 営業損失 

2012 年度 2011 年度 

（遡及修正後） 

ポンド ポンド 

下記の費用が控除されます:    

減価償却費 45,559 30,539 

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） 
696,496 821,487 

監査人への報酬 (下記参照） 128,755 127,131 

為替差損益 54,047 68,687 

 

監査人への報酬  

監査人及び当社監査人のアソシエート・ファームに対す

る支払額 
 

財務書類の監査（当社及び当社グループ） 46,881 34,124 

財務諸表の中間レビュー 38,700 37,863 

当社グループ監査人及びその提携先に対する支払額  

当社グループ子会社の財務書類の監査 24,019 37,130 

税務コンプライアンス・サービス 15,953 14,731 

その他のアシュアランス・サービス 3,202 3,283 

 128,755 127,131 

 

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 43,174 ポンド（2011

年 12 月 31 日：55,144 ポンド）を含みます。 
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4 従業員 

 

 2012 年度  2011 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 33  34

  グループ管理部門 9  11

 42  45

 

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： 

2012 年度 2011 年度

（遡及修正後）

ポンド ポンド

給料賃金 4,001,822  4,255,685

社会保険料 214,905  222,869

4,216,727  4,478,554
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5    経常損失に係る税金 

2012 年度 2011 年度

（遡及修正後）

ポンド ポンド

英国法人税  

当期損失にかかる税額 -  -

前期利益にかかる税額 -  -

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 -  △6,554

当期法人税額  -  △6,554

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の利益の不確実性を考慮して、4,274,026 ポンド（2011 年 12 月 31 日: 4,420,373 ポンド)の取引損失につ

いての繰延税金資産を計上しておりません。未認識の繰延税金資産は 2,982,263 ポンド(2011 年 12 月 31 日：

3,062,116 ポンド)です。 

2012 年度 2011 年度

（遡及修正後）

ポンド ポンド

 

税引前経常損失 △193,276  △1,688,572

英国の標準法人税率(26%)による経常利益に係る税額 

(2011 年度：28%) 
△50,252  △472,800

差異:   

税務上損金算入できない費用 156,286  70,438

税務上の限度額を超過した減価償却費 13,000  8,550

国外所得に対する高税率 △39,181  △20,113

税務上の繰越欠損金 30,278  413,925

繰越欠損金の控除 △110,131  -

過年度における税額の調整 -  △6,554

 -  △6,554
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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。2012 年度の単体損

失は 675,036 ポンド（2011 年 12 月 31 日：1,442,520 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 
     

2012 年 1 月 1 日現在 134,934 236,187 124,323  495,444

当期増加額 - 68,550 70,993  139,543

当期除却額 - △238 △11,623  △11,861

為替換算差額 △11,890 △9,797 △12,973  △34,660

2012 年 12 月 31 日現在 123,044 294,702 170,720  588,466

 

減価償却累計額 
  

2012 年 1 月 1 日現在 134,934 201,012 109,438  445,384

当期償却額 - 27,081 18,478  45,559

当期除却額 - △178 △3,673  △3,851

為替換算差額 △11,890 △7,770 △13,853  △33,513

2012 年 12 月 31 日現在 123,044 220,145 110,390  453,579

 

帳簿価額 

  

2012 年 12 月 31 日現在 - 74,557 60,330  134,887

2011 年 12 月 31 日現在 - 35,175 14,885  50,060
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8    投資固定資産 

 

当社グループ ポンド

 

2012 年 1 月 1 日現在 368,125

減損引当金 △368,125

2012 年 12 月 31 日現在 -

 

投資固定資産は IND-X（ホールディングス）リミテッドに保有する株式です。 

当期における同社の大幅な事業再編により、投資固定資産に計上されていた全額が減損処理されました。 

 

 
子会社

株式

その他投資 合計 

 ポンド ポンド ポンド 

当社  

取得原価  

2012 年 1 月 1 日現在 1,461,198 368,125 1,829,323 

減損引当金 - △368,125 △368,125 

2012 年 12 月 31 日現在 1,461,198 - 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 

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 

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 

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 

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 

 

その他投資 

当社が保有する IND-X (ホールディングス)リミテッドにおける残りの保有株式については、投資固定資産に計上さ

れておりましたが、当期における同社の大幅な事業再編により、投資固定資産に計上されていた全額が減損処理さ

れました。 
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9 受取債権 

   

 連結 連結 当社  当社

 2012 年度 2011 年度 2012 年度  2011 年度

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

   

売掛金 1,166,230 727,542 -  -

関係会社に対する債権額 - - 1,564,866  1,331,956

その他債権 370,488 487,609 18,450  87,902

前払金 148,113 142,387 2,624  2,707

 1,684,831 1,357,538 1,585,940  1,422,565

 

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 35,575 ポンド（2011 年 12 月 31 日: 41,816 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 49,378 ポンド（2011 年 12 月 31 日: 76,857 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。なお、当期に

おいて、その他債権に含まれていた当社グループ会社のローンプログラムに基づいた従業員への貸付はゼロとなりま

した（2011 年 12 月 31 日: 48,067 ポンド）。 
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10 支払債務：1年以内に期限到来 

 

 連結 連結 当社  当社

 2012 年度 2011 年度 2012 年度  2011 年度

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

   

買掛金 205,148 415,545 31,265  265,023

関係会社に対する債務額 - - 320,035  1,208,852

その他税金及び社会保険料 70,726 79,470 -  -

その他債務 127,437 294,074 62,402  211,907

未払金 1,929,224 1,815,367 46,957  106,800

 
2,332,535 2,604,456 460,659  1,792,382

 

11 債務：1年以降に期限到来 

 連結 連結 当社  当社

 2012 年度 2011 年度 2012 年度  2011 年度

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

前受収益 162,206 1,085,867 -  -

 162,206 1,085,867 -  -

 

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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12 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。 

 2012 年度 2011 年度 

 
株式数 株式数 

普通株式発行数の加重平均 101,984 82,303 

普通株式ストック・オプションの影響 - - 

希薄化後普通株式数 101,984 82,303 

 

 

 2012 年度 2011 年度 

（遡及修正後） 

 ポンド ポンド 

税引後経常損失 △193,276 △1,682,018 

  

一株当たり損失 △1.90 △20.44 

希薄化後一株当たり損失 △1.90 △20.44 

 

潜在株式数は、財務報告基準第 22 号 41 節の従い、上記の 2012 年度の計算には含めていませんが、その数は

15,410 ポンド（2011 年 12 月 31 日: 8,822）であり、一株当たりの損失を減少させる効果があります。 
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13    株式に基づく報酬 

 

従業員ストック・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、2 つのストック・オプションのスキームを運営しています。これら

のスキームは、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載されているとおり、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います。オプションは 2003 年の当社設立以降に発行され、

直前四半期の営業収益の倍数に基づいて計算された行使価格もしくは額面金額で付与されています。オプションは、

勤続を条件として付与された日から 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。 

 

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
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    2011 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 5,165 7,004  - - △530  11,639  8.5

40.00 1,600 -  -   - -  1,600  4.0

75.00 620 -  △500 - -  120  0.0

125.00 420 -  - - -  420  0.0

200.00 100 -  △100 - -  -  -

338.50 400 -  △400 - -  -  -

5,025 円 - 100  - - -  100  5.9

5,685 円 2,000 -  △600 - -  1,400  5.0

5,850 円 - -  △50 - -  250  5.6

6,090 円 2,675 300  - - -  2,675  4.1

7,200 円 - 1,200  - - -  1,200  5.4

7,800 円 - 1,800  △200 - -  1,600  5.1

9,015 円 8,110 -  △875 - -  7,235  4.5

10,500 円 825 -  △25 - -  800  3.0

10,950 円 500 -  - - -  500  3.1

21,315 円 500 -  △300 - -  200  2.6

84,750 円 100 -  △100 - -  -  -

      

 23,015 10,404  △3,150 - △530  29,739  5.9

 

当期において、従業員によるオプション行使により発行価格１ポンドで当社の普通株式 1,769 株(2011 年 12 月 31

日：530 株)を発行しております。なお、行使価額は 2,976 円です（2011 年 12 月 31 日：4,781 円）。 

 

当期末におけるオプション数合計のうち 15,282 個（2011 年 12 月 31 日:11,059 個）については、当期末時点で権利

付与され、かつ行使可能な状態でした。 

 

当期において、ストック・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は以下のとおり計算されていま

す。 

 2012 年度 2011 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) 3,517 4,613 

行使価額の加重平均(円) 859 2,477 

行使期間の加重平均(年) 6.0 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グループの直近 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、ストック・オプションの発行に関連して 199,160 ポンド（2011 年 12 月 31 日：204,698 ポンド）の費用が

発生しました。オプションの発行開始以降、1,363,708 ポンド（2011 年 12 月 31 日: 1,164,548 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 19,663 ポンド（2011 年 12 月 31 日：45,714 ポンド）となりました。なお、当該

ワラントの発行に関連する総費用は 91,553 ポンド（2011 年 12 月 31 日:71,890 ポンド）となりました。 

 

14  株式資本 

 

 2012 年度 2011 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 111,624 82,402 

 

2012 年 4 月 23 日付け（ロンドン時間）で、ソシエテ ジェネラルがワラントを行使したことにより、7,832 円の発

行価額で 24.99％に相当する 27,453 株が発行されました。なお、当社は、当該ワラントの行使につき、同社から払

込価額の総額として 2,000,000 ユーロの払込みを受けました。 

 

上記に加えて、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 1,769 株が発行されま

した。 
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15 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 

  

2012 年 1 月 1 日現在 6,925,777 △8,413,733 

普通株式の発行 1,578,998 - 

株式に基づく報酬 - 218,823 

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 
- △43,289 

当期損失 - △193,276 

2012 年 12 月 31 日現在 8,504,775 △8,431,475 

 

当社 株式払込剰余金 利益剰余金 

 ポンド ポンド 

  

2012 年 1 月 1 日現在 6,925,777 △5,544,360 

普通株式の発行 1,578,998 - 

株式に基づく報酬 - 218,823 

当期損失 - △675,036 

2012 年 12 月 31 日現在 8,504,775 △6,000,573 
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16 株主資本変動調整表 

 

 連結 連結 当社  当社

 2012 年度 2011 年度 2012 年度  2011 年度

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

認識利得損失合計 △236,565 △1,787,139 △675,036  △1,442,520

普通株式の発行 1,608,220 530 1,608,220  530

株式に基づく報酬に係る調整 218,823 250,412 218,823  250,412

資本増減額 

期首株主資本 

1,590,478

△1,405,554

△1,536,197

130,643

1,152,007 

1,463,819 
 

△1,191,578

2,655,397

期末株主資本 184,924 △1,405,554 2,615,826  1,463,819

 

17 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。 

 

 2012 年度  2011 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 108,970  436,944

1年超2年以内 483,540  120,430

2 年超 5年以内 71,434  279,661

 663,944  837,035

 

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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18 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。外貨の現金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、米国及び香港で業務を行っ

ており、日本円、米国ドル及び香港ドル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 

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

2011年 12月 31日現在 344,032 △231,032 183,998 △2,028 △97,328 197,642

 

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。 

 

これまで流動性不足は、当社グループの主要なリスクでありましたが、ソシエテ ジェネラルとの事業提携以降、

業績の回復やソシエテ ジェネラルによるワラントの行使により、現金預金残高は回復しております。当期末にお

いて現金預金は、ソシエテ ジェネラルによる新株発行に係る払込みにより、前期末の509,046ポンドから350,903

ポンド増加し、859,947 ポンドとなりました。 

 

当期損失が減少した一方、営業活動からの正味現金支出額は大幅に増加しておりますが、これは主に経費関連の

債務の支払いや、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、ソシエテ ジェネラルから

受けた前受収益を期間対応で取崩したことにより資金が減少したことによるものです。 

 

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 14,166 151 0.175% 

 計 14,166   

2012 年 12 月 31 日現在 ポンド 8,715   

     

 US ドル 14,131 152 0.25% 

 計 14,131   

2011 年 12 月 31 日現在 ポンド 9,092   

     

 

金融資産と流動性リスク 

当社グループは、859,947 ポンド(2011 年 12 月末: 509,046 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、169,027 ポンド(2011 年 12 月末: 142,762 ポンド) は

米国ドル、44,566 ポンド(2011 年 12 月末: 56,000 ポンド)は日本円、218,690 ポンド(2011 年 12 月末: 261,568 ポ

ンド)は香港ドル、307 ポンド(2011 年 12 月末: 866 ポンド)は中国元、359,236 ポンド(2011 年 12 月末: 10,386 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。 
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19   営業損失と営業活動からの正味現金支出額との調整表   

 

2012 年度 2011 年度

（遡及修正後）

ポンド ポンド

 

営業損失 △193,406 △1,688,665

減価償却費 45,559 30,539

債権の増加（△） △336,001 △43,136

債務の増加（△：減少） △1,195,582 906,055

減損引当金 368,125 28,753

株式に基づく報酬に係る調整 218,823 250,412

営業活動からの正味現金支出額 △1,092,482 △516,042

 

20 正味現金収入（支出）額と正味資金変動の調整表   

 

2012 年度 2011 年度

（遡及修正後）

ポンド ポンド

当期現金増加（△：減少） 644,473 △721,753

流動性資金の管理 △252,206 191,826

キャッシュ・フローからの正味資金の変動 392,267 △529,927

為替変動による影響 △41,366 △113,002

正味資金の当期変動額 350,901 △642,929

正味資金期首残高 509,046 1,151,975

正味資金期末残高 (注記 21) 859,947 509,046
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21 正味資金の分析   

 

 2011 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
 

2012 年 

12 月 31 日現在 

 ポンド ポンド ポンド  ポンド

   

現金預金 205,168 644,473 △41,366  808,275

定期預金 303,878 △252,206 -  51,672

合計 509,046 392,267 △41,366  859,947

 

22 関係会社取引 

 

2012 年 4 月 23 日付け（ロンドン時間）で、ソシエテ ジェネラルが 24.99％の当社株式を取得したことにより、同

社は、当社の関係会社となりました。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。 

 

 2012 年 

12 月 31 日現在 

 ポンド 

  

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 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。 

 

 2012 年 

12 月 31 日現在 

 ポンド 

  

売掛金 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。 

 

 2012 年 

12 月 31 日現在 

 ポンド 

  

債務：1年以内に期限到来 1,378,751 

債務：1年以後に期限到来  162,206 

 

前期は関係会社に該当しなかったことから、前期の実績についての開示はしておりません。 
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