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金融商品取引業等に関する内閣府令第 174 条 

条文  

一 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 

Ｐ．２ 

～ 

Ｐ．３ 

（別紙１） 

 イ.商号、登録年月日及び登録番号 

 ロ.沿革及び経営の組織 

 ハ.株式の保有数の上位 10 位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総

株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 

 ニ.法第 29条の２第１項第３号から第９号までに掲げる事項 

ホ.法第 37条の７第１項第１号ロ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに定める業務に関す

る苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 

二 金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 

Ｐ．３ 

～ 

Ｐ．５ 

 イ.直近の事業年度における業務の概要 

 ロ.直近の３事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 

  （1）営業収益及び純営業収益 

  （2）経常利益又は経常損失 

  （3）当期利益又は当期損失 

  （4）資本金の額及び発行済株式の総数 

  （5）受入手数料の内訳 

  （6）トレーディング損益その他の自己取引に係る損益の内訳 

  （7）株券の売買高及びその受託の取扱高 

  （8）国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売

出し、私募又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 

  （9）その他業務の状況 

  （10）各事業年度終了の日における自己資本規制比率 

  （11）各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務員の数 

三 金融商品取引業者の直近の２事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲

げるもの 

Ｐ．６ 

～ 

Ｐ．11 

（別紙２） 

 イ.貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 

 ロ.各事業年度終了の日における次に掲げる事項 

  （1）借入金の主要な借入先及び借入金額 

  （2）保有する有価証券の取得価格、時価及び評価損益 

  （3）デリバティブ取引の契約価格、時価及び評価損益 

 ハ.イに掲げる書類について会社法第 436条第 2項の規定に基づき会計監査人の監査を受

けている場合には、その旨 

 ニ.イに掲げる書類について法第 193条の 2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監

査証明を受けている場合には、その旨 

四 金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項 

Ｐ．12  イ.内部管理の状況の概要 

 ロ.法第 43条の２又は第 43条の３の規定により管理される金銭又は有価証券の種類ごと

の数量若しくは金額及び管理の状況 

五 金融商品取引業者の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 3

号に規定する子会社及び同条第７号に規定する関連会社の状況に関する次に掲げる事項 
Ｐ．13 

～ 

Ｐ．14 

 イ.金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成 

 ロ.子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、基金の総額

又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する議決

権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数

の割合 

(2019年３月期) 
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一 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 

 

イ.商号、登録年月日及び登録番号 

    商    号：株式会社 マネースクエア 

    登録年月日：2014 年９月 19日 

    登 録 番 号：関東財務局長（金商）第 2797号 

    
ロ.沿革及び経営の組織 

 

 1．沿革 

 

   2．経営の組織 

     別紙１ 

 

ハ.株式の保有数の上位 10 位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び

総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 

氏名又は名称 保有株式数 議決権割合 

株式会社マネースクエアＨＤ 110,000 株 100.0% 

 

ニ.法第 29条の２第１項第３号から第９号までに掲げる事項 

○法第 29条の２第１項第３号 法人であるときは、役員の氏名又は名称 

 

役 職 名 氏 名 役 職 名 氏 名 

代表取締役社長 

取締役 

取締役 

藤井 靖之 

水口 直幸 

藤森 昭彦 

取締役 

監査役 

監査役 

菊池 英彦 

山本 和夫 

長尾 隆史 

 
○法第 29条の２第１項第４号 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 

（金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名） 

    

役 職 名 氏 名 

執行役員リスク＆コンプライアンス本部長 北澤 一夫 

 

年  月 事  項 

2014年 5月 資本金 10,000万円で設立 

9 月 
第一種金融商品取引業者として登録 

（登録番号：関東財務局長（金商）第 2797号） 

 一般社団法人金融先物取引業協会に加入（会員番号：1589） 

10 月 

吸収分割により、外国為替証拠金取引に係る全事業を株式会社マネース

クウェアＨＤ（旧・株式会社マネースクウェア・ジャパン）から継承し事

業を開始 

 資本金を 170,000万円へ増資 

2014年 1月 「決済トレール」サービス開始 

2015年 12月 日本証券業協会加入（会社コード：1215） 

 一般社団法人金融先物取引業協会 登録変更（会員番号：1185） 

 取引所株価指数証拠金取引 取扱開始（日経 225） 

2016年  6月 取引所株価指数証拠金取引 取扱銘柄追加（NY ダウ、DAX、FTSE100） 

2018年 4月 商号を株式会社マネースクエアに変更 

2019年 2月 株式会社Ｍ２・インベストメント・アドバイザリーを吸収合併 

 以上 
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○法第 29条の２第１項第５号 業種の種別 

1. 法第 28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務（市場デリバティブ） 

2.  法第 28条第１項第２号に掲げる行為に係る業務（店頭デリバティブ） 

3. 有価証券等管理業務 

 

○法第29条の２第１項第６号 第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品

取引所に上場されていない有価証券について、電子募集取扱業務を行う場

合にあっては、その旨 

該当ありません。 

 

○法第29条の２第１項第７号 主たる営業所その他の営業所等 

 

 

 

  

○法第 29条の２第１項第８号 他に行っているときは、その事業の種類 

     該当ありません。 

 

○法第 29条の２第１項第９号 その他内閣府令で定める事項 

 特定非営利法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

 加入協会名：一般社団法人 金融先物取引業協会 

       日本証券業協会 

 有価証券関連業：株式会社 東京金融取引所 

日本投資者保護基金 

 

ホ.法第 37 条の７第１項第１号ロ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに定める業務に関

する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 

 

法第77条第１項、法77条の２第１項の規定により行う苦情及び紛争の解決について

は、金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業府令」という。）第115条の２

第１項第２号、同第115条の２第２項第１号に掲げる苦情及び紛争処理措置として講じ、

当社が契約する「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」と実

施基本契約を締結し、苦情及び紛争の解決に努める体制となっております。 

 

二 金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 

イ. 直近の事業年度における業務の概要 

 リブランディング、特許取得済のオリジナル注文「トラリピ」の手数料無料化お

よび同注文手法を活用した投資戦略や新発注機能の提供、タレント起用を中心とし

たマスブランディングの強化、新ポイントプログラムのスタート、動画番組視聴サ

イトのリニューアルをはじめとした投資家教育コンテンツの充実等に力を注ぎ、資

産運用ニーズの高い顧客を重点的に獲得し続けることができた結果、顧客口座数は

前期末の110,351口座から124,407口座（前期比12.7％増）へ拡大しました。預り資

産残高については、新規顧客からの預託金の入金は堅調ではあったものの、度重な

るショック相場の影響により、全体としては前期末の65,304百万円から63,135百万

円（前期比3.3％減）へ縮小しました。 

   業績につきましては、 

・商号およびロゴマークをはじめとしたコーポレートアイデンティティの刷新、 

・特許取得済のオリジナル注文「トラリピ」の手数料無料化の実施、 

・「トラリピ」を活用した投資戦略「トラリピ戦略モデル」や新発注機能「トラリ

ピ１クリック」の提供、 

・元・新体操日本代表 畠山愛理さんを起用した新広告ビジュアルの展開、 

名 称 所 在 地 役員及び使用人 

本店 東京都港区赤坂九丁目７番１号 111名 

計１店  計 111名 
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・新ポイントプログラム「マネースクエア ポイント」のスタート、 

・動画番組視聴サイト「Ｍ２ＴＶ」のリニューアル、 

等の施策を講じた結果、営業収益は4,558百万円（前期比1,266百万円増）となりま

した。営業費用は3,649百万円（前期比961百万円増）となり、営業利益は908百万円（前

期比304百万円増）となりました。 

営業外損益項目としては、受取利息を2百万円計上した結果、経常利益は911百万円

（前期比303百万円）となりました。 

特別損益項目としては、昨年度のサイバー攻撃によるインシデントに対する金融先

物取引業協会への過怠金として5百万円を計上し、当期純利益は645百万円（前期比222

百万円増）となりました。 
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ロ.直近の３事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 

期 別 

区 分 

第３期 

(2017年３月期) 

第４期 

(2018年３月期) 

第５期 

(2019年3月期) 

営業収益及び純営業収益（千円） 3,569,229 3,291,692 4,558,438 

経常利益又は経常損失（△）（千円） 287,762 607,905 911,160 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 194,912 422,738 645,664 

資 本 金 の 額（千円） 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

発 行 済 株 式 の 総 数 ※ 110,000株 110,000 株 110,000株 

受入手数料（千円） 906,520 577,953 341,944 

 
ＦＸ受入手数料 846,917 469,001 310,418 

ＣＦＤ受入手数料 59,602 108,951 31,525 

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ損益その他の自己取引に係る損

益の内訳 2,662,709 2,709,063 4,212,791 

 
売買損益（千円） 1,366,521 831,078 1,096,525 

 
スワップその他収益（千円） 1,296,188 1,877,984 3,116,266 

 
自己取引に係る損益（千円） － － － 

株券の売買高及びその受託の取扱高 － － － 

国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、 

売出高及び募集、売出し、私募又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 
－ － － 

そ の 他 の 業 務 の 状 況 （ 千 円 ）  － － － 

自己資本規制比率 241.8％ 415.0% 416.9% 

使用人の総数 87  85  105  

（内、外務員の数）  （55） (57)  (50)  
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三 金融商品取引業者の直近の２事業年度における財産の状況に関する事項として

次に掲げるもの 

 

 イ．貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 

 

1） 貸借対照表 

 

 

 

 
 

 
前事業年度 

(2018年３月31日) 
当事業年度 

(2019年３月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金 3,082,807  2,607,601  

 ２ 顧客区分管理信託 38,498,938  41,682,258  

 ３ 顧客分別金信託           12,036  12,036  

 ４ 外国為替取引評価勘定 282,295  697,116  

 ５ 前払費用 129,497  106,770  

 ６ 関係会社短期貸付金 700,000  1,500,000  

 ７ １年内返済予定関係会社長期貸付金 800,000  －  

 ８ 繰延税金資産 40,951  －  

 ９ その他 125,807  126,236  

  流動資産合計  43,672,334  46,732,018 

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物 －  －  

    減価償却累計額 － － － － 

  (2) 工具器具及び備品 196  418  

    減価償却累計額 106 90 307 111 

  有形固定資産合計  90  111 

 ２ 無形固定資産     

  (1) ソフトウェア 4,230  7,076  

  (2) ソフトウェア仮勘定 －  －  

  (3) その他 －  －  

  無形固定資産合計  4,230  7,076 

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 出資金 1,000  1,000  

  (2) 関係会社株式 －  －  

  (3) 長期前払費用 54,765  266  

  (4) 差入保証金 5,283  11,783  

  (5) 繰延税金資産 2,176  64,022  

  投資その他の資産合計  63,224  77,072 

  固定資産合計  67,545  84,260 

 資産合計  43,739,879  46,816,278 
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前事業年度 

(2018年３月31日) 
当事業年度 

(2019年３月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

(負債の部)     

Ⅲ 流動負債     

 １ 未払金 191,913  222,678  

 ２ 未払法人税等 201,558  201,368  

 ３ 顧客預り勘定 37,822,486  40,453,145  

 ４ 外国為替評価勘定 28,749  －  

 ５ ポイント引当金 55,762  46,546  

 ６ 賞与引当金 31,878  148,896  

 ７ その他 13,446  13,174  

  流動負債合計  38,345,794  41,085,811 

Ⅳ 特別法上の準備金     

 １ 金融商品取引責任準備金 293  176  

特別法上の準備金合計  293  176 

負  債  合  計  38,346,088  41,085,987 

Ⅴ 純資産の部      

 １ 株主資本     

  (1) 資本金  1,700,000  1,700,000 

  (2) 資本剰余金     

     資本準備金 1,600,000  1,600,000  

     その他資本剰余金 20,008  210,008  

     資本剰余金合計  1,620,008  1,810,008 

  (3) 利益剰余金     

その他利益剰余金 2,073,782  2,220,282  

      繰越利益剰余金 2,073,782  2,220,282  

     利益剰余金計  2,073,782  2,220,282 

株主資本合計  5,393,791  5,730,290 

  純資産合計   5,393,791  5,730,290 

  負債純資産合計  43,739,879  46,816,278 
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2） 損益計算書 

  
前事業年度 

(自 2017年４月１日 
至 2018年３月31日) 

当事業年度 
(自 2018年４月１日 
至 2019年３月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業収益  3,291,692  4,558,438 

 １ トレーディング損益 3,182,740  4,526,912  

 ２ 受入手数料 108,951  31,525  

Ⅱ 営業費用  2,688,009  3,649,807 

 １ 販売費及び一般管理費 2,688,009  3,649,807  

   営業利益  603,682  908,631 

Ⅲ 営業外収益  6,138  2,566 

 １ 受取利息 1,877  2,489  

 ２ 受取配当金 22  30  

 ３ 受取手数料 1,944  －  

 ４ 還付加算金 2,247  30  

 ５ 為替差益 45  －  

 ６ その他 －  16  

 Ⅳ 営業外費用  1,915  37 

 １ 為替差損 －  37  

 ２ 損害賠償金 1,800  －  

 ３ その他 115  －  

   経常利益  607,905  911,160 

 Ⅴ 特別利益  －  116 

 １ 金融商品取引責任準備金戻入額 －  116  

 Ⅵ 特別損失  5,518  5,000 

 １ 金融商品取引責任準備金繰入れ 154  －  

 ２ インシデント特別対策費用 5,364  －  

 ３ 過怠金等 －  5,000  

   税引前当期純利益  602,386  906,277 

   法人税、住民税及び事業税  212,079  281,508 

   法人税等調整額  △ 32,430  △ 20,895 

   当期純利益  422,738  645,664 
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3） 株主資本等変動計算書 

 
前事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月 31日) 

  株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

資本準備金 その他利益剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金  繰越利益剰余金 

2017年４月１日残高 1,700,000 1,600,000 20,008 1,651,044 4,971,052 

事業年度中の変動額      

 当期純利益    422,738 422,738 

 株主資本以外の項目の事業年 

 度中の変動額（純額） 

     

事業年度中の変動額合計    422,738 422,738 

2018年３月 31日残高 1,700,000 1,600,000 20,008 2,073,782 5,393,791 

 

  

純資産合計 
 

 

2017年４月１日残高 4,971,052 

事業年度中の変動額  

 当期純利益 422,738 

 株主資本以外の項目の事業年 

 度中の変動額（純額） 

 

事業年度中の変動額合計 422,738 

2018年３月 31日残高 5,393,791 
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当事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月 31日) 

  株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

資本準備金 その他利益剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金  繰越利益剰余金 

2018年４月１日残高 1,700,000 1,600,000 20,008 2,073,782 5,393,791 

事業年度中の変動額      

 吸収合併による増加   190,000  190,000 

 吸収合併による減少    △ 119,164 △ 119,164 

 剰余金の配当    △ 380,000 △ 380,000 

 当期純利益    645,664 645,664 

 株主資本以外の項目の事業年 

 度中の変動額（純額） 

     

事業年度中の変動額合計 － － 190,000 146,499 336,499 

2019年３月 31日残高 1,700,000 1,600,000 210,008 2,220,282 5,730,290 

 

  

純資産合計 
 

 

2018年４月１日残高 5,393,791 

事業年度中の変動額  

 吸収合併による増加 190,000 

 吸収合併による減少 △ 119,164 

 剰余金の配当 △ 380,000 

 当期純利益 645,664 

 株主資本以外の項目の事業年 

 度中の変動額（純額） 

 

事業年度中の変動額合計 336,499 

2019年３月 31日残高 5,730,290 

 
貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に関連する注記 

 別紙２ 
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 ロ．各事業年度終了の日における次に掲げる事項 

 

 

 ハ．イに掲げる書類について会社法第436条第2項の規定に基づき公認会計士又は会計監

査人の監査を受けている場合には、その旨 

第５期 

(2019年３月期) 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を

受けております。 

 

 

 ニ．イに掲げる書類について法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監

査証明を受けている場合には、その旨 

   

  該当ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 別 
区 分 

第４期 

(2018年３月期) 

第５期 

(2019年３月期) 

(1) 借入金の主要な借入先及び 

借入金額 

  

 

    
該当ありません。 

     
該当ありません。 

(2)保有する有価証券の取得価

格、時価及び評価損益 
取得 
価格 

取得 
価格 時価 評価 

損益 時価 評価 
損益 

 

 

百万円 
 

－ 
 

百万円 
 

－ 
 

百万円 
 

－ 
 

百万円 
 

－ 
 

百万円 
 

－ 
 

百万円 
 

－ 
 

(3)デリバティブ取引の契約金

額、時価及び評価損益 
該当ありません。 該当ありません。 
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四 金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項 

イ. 内部管理の状況の概要 

当社の内部管理に関する組織体制は、法令諸規則遵守に関する事前の点検、教育指導、

社内ルール等の策定、起案、売買審査等を法務コンプライアンス部が担当し、内部管理

担当役員がその責任者となっております。また、各部の実際の運営が法令諸規則等に則

って運営されているかを内部監査室が事後的に監査、点検を行っております。また、各

部に内部管理者を配置し、日々の業務における自主点検を行う体制を整えております。 

 

また、お客さまからの問い合わせや相談、及び苦情に関しましては、カスタマーサポ

ート部を窓口として、法務コンプライアンス部と連携し対応しております。 

 

【お問い合わせ窓口】 

ＦＸカスタマーデスク ０１２０－４５５－５１２ 

   受 付 時 間    ９：００ ～ １７：００（土日祝を除く） 

 

株価指数ＣＦＤカスタマーデスク ０１２０－４５５－３０５ 

   受 付 時 間    ９：００ ～ １７：００（土日祝を除く） 

 

 

 

ロ．法第43条の２又は第43条の３の規定により管理される金銭または有価証券の種類ご

との数量もしくは金額および管理の状況 

 

（法第43条の２の規定に基づく分別管理の状況） 

 当期末残高 

直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 ０百万円 

期末日現在の顧客分別金信託額 １２百万円 

期末日現在の顧客分別金必要額 ０百万円 

 

（法第43条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況） 

 管理の方法 当期末残高 内   訳 

金 

銭 

金銭信託 41,593百万円  JPY：株式会社三井住友銀行 

金銭信託 88百万円  USD：株式会社三井住友銀行 

金銭信託 ０百万円  EUR：株式会社三井住友銀行 

有
価
証
券
等 

  該当ありません。 

   

   

 

（法第43条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況） 

該当ありません。 
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五 金融商品取引業者の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第3号

に規定する子会社及び同条第７号に規定する関連会社の状況に関する次に掲げる事項 

イ．金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成 

 

 

   株式会社マネースクエアＨＤ 

 

 

100％出資子会社 

 

株式会社マネースクエア（当社） 

 

 

100％出資子会社 

 

Money Square International, Inc. 

 

 

100％出資子会社 

 

Money Square Europe Limited 
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ロ．子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、基金の総

額又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する

議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権

の割合 

 

 子会社等の概要 

商号 株式会社マネースクエアＨＤ 

所在地 東京都港区赤坂九丁目７番１号 

資本金の額 3,106百万円 

事業の内容 子会社の管理運営 

当社が保有する議

決権の数(割合) 
0％ 

 

商号 Money Square International, Inc. 

所在地 カリフォルニア州ロサンゼルス郡トーランス市 

資本金の額 350千ドル 

事業の内容 マーケティングリサーチ及び情報配信 

当社が保有する議

決権の数(割合) 
0％ 

 

商号 Money Square Europe Limited 

所在地 ロンドン ラフォンストリート 

資本金の額 400千ドル 

事業の内容 海外投資家向けのファンドの販売等 

当社が保有する議

決権の数(割合) 
0％ 
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別紙１：経営の組織 
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別紙２：貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に関連する注記 

 
1. 貸借対照表に関する注記 

 (1) 担保資産 

外国為替証拠金取引に関連して生じる債務及びこれに関連して金融機関が行っている支払承諾契

約（極度額7,000,000千円）に基づく債務保証、取引銀行１行との貸出コミットメント契約にかかる

債務、並びに当社の親会社である株式会社マネースクエアＨＤの取引銀行４行からの借入金に対す

る担保として、現金及び預金（定期預金）2,100,000千円を差し入れるとともに、顧客区分管理信託

契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、

金融機関を質権者とする質権を設定しております。 

また、株式会社マネースクエアＨＤのメザニン金銭消費貸借契約における投資事業有限責任組合１ 

組合からの借入金に対する担保として、上記顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託 

財産のうち、上記顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、組合を劣後の担保権者とする 

第二順位の質権を設定しております。 

(2) 債務保証 

当社の親会社の取引金融機関４行並びに投資事業有限責任組合１組合からの借入金について、次の 

とおり保証を行っております。 

株式会社マネースクエアＨＤ 1,640 千円 

(3) 有形固定資産の減価償却累計額        307千円 

(4) 預託金 

外国為替証拠金取引に係る顧客から受け入れた取引証拠金等を区分管理するため、信託業務を行っ

ている銀行と顧客区分管理信託契約を締結しております。また、株価指数証拠金取引に係る顧客か

ら受け入れた取引証拠金につきましては取引所に預託されるため、顧客から受け入れた取引証拠金

が取引所に預託されるまでの間、当社に一時的に預け入れられる取引証拠金を分別管理するため、

信託業務を行っている銀行と顧客分別金信託契約を締結しております。 

なお、預託金の内訳は下記のとおりです。 

顧客区分管理信託 41,682,258 千円 

顧客分別金信託 12,036 千円 

預託金 合計 41,694,294 千円 

 (5) 外国為替取引評価勘定 

カウンターパーティー（カバー取引先金融機関）とのカバー取引の評価損益について外国為替取引

評価勘定として計上しております。 

(6) 顧客預り勘定 

顧客との外国為替証拠金取引により発生するものであり、顧客から受け入れた取引証拠金に顧客の

損益を含めた残高で表示しております。 

    なお、顧客預り勘定の内訳は下記のとおりです。 

預り証拠金 58,380,406 千円 

確定損益未受渡分 4,030 千円 

未決済残高評価損益 △ 17,931,291 千円 

顧客預り勘定 合計 40,453,145 千円 
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(7) 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務 

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額

は、次のとおりであります。 

短期金銭債権 24,198 千円 
 

短期金銭債務 124,015 千円 

(8) 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 

当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関２行と当座貸越契約及び貸出コミットメ 

ント契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高など 

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 

1,200,000 千円 

借入実行残高 － 千円 

差引額 1,200,000 千円 

 

上記契約のうち、貸出コミットメント契約には以下の財務制限条項が付されております。 

・2017年３月期以降（2017年３月期を含む。）の各中間期末及び決算期末（いずれも直近12ヶ月） 

における当社グループの連結ベースでのシニア・グロス・レバレッジ・レシオ（メザニンローン 

契約を除く有利子負債残高／EBITDA）（α）を、各中間期末及び決算期末に、以下の表に記載の 

数値以下、かつ、正の値に維持すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・①2017年３月期の当社グループの連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を5,200百万円以上 

 に維持し、②2017年９月期の当社グループの連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を7,000 

百万円又は2017年３月期における当社グループの連結ベースでの純資産の部の合計金額の90％ 

の金額のいずれか低い方の金額以上に維持し、③それ以降の各中間期末及び各決算期末の当社グ 

ループの連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額について以下の(i)かつ(ii)の条件を充足す 

ること。 

(i)  直前の決算期末又は中間期末における当社グループの連結ベースでの純資産の部の合計 

金額の85％以上 

(ii) 7,000百万円又は2017年３月期の当社グループの連結貸借対照表上の純資産の部の合計 

金額の90％の金額のいずれか低い方の金額以上 

・2017年３月期以降（2017年３月期を含む。）の各中間期末及び決算期末における当社グルー 

プの連結ベースの経常損益（但し、公開買付、スクイーズアウト手続及び合併並びにこれらに関 

シニア・グロス・レバレッジ・レシオ：α 

2017年 3月期：α≦3.00 

2017年 9月期：α≦4.99 

2018年 3月期：α≦2.65 

2018年 9月期：α≦1.68 

2019年 3月期：α≦1.44 

2019年 9月期：α≦1.20 
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連する取引に係る一時的な費用であって、経常損益の計算上控除されているものは足し戻した金 

額とする。）が、その直後の中間期末又は決算期末と２期連続で赤字となる状態を生じさせない 

こと。 

・2017年３月期以降（2017年３月期を含む。）の各四半期会計期間末日の当社の損益計算書に 

記載される営業損益を２四半期連続して損失とせず、かつ、当該２四半期目の末日における自己 

資本規制比率（金融商品取引法第46条の６第１項に定める自己資本規制比率をいう。なお、当該 

規定又はこれに関連する内閣府令等の法令が改正された場合には、本項の内容について、貸付人 

等と当社グループが誠実に協議の上、必要な見直しを行うものとする。次項についても同様とす 

る。）が240％未満となる状態を生じさせないこと。 

・2017年２月以降、毎月末における当社の自己資本規制比率が140%未満となる状態を生じさせな 

いこと。 

  

(9) 特別法上の準備金 

金融商品取引法の規定に基づく準備金を計上しております。準備金の計上を規定した法令の条項は

次のとおりです。 

金融商品取引責任準備金 金融商品取引法第46条の５第１項 

 

2. 損益計算書に関する注記 

   関係会社との取引高 

営業取引   

 営業費用 1,484,590 千円 

営業外取引   

 営業外収益 1,988 千円 

 

3. 株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 当事業年度における発行済株式に関する事項 
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 110,000 ― ― 110,000 

  

(2) 当事業年度における自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

(3) 剰余金の配当に関する事項 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

2018年11月27日

臨時株主総会 
普通株式 380,000 3,454.54 2018年３月31日 2019年１月15日 

 

(4) 当事業年度における新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 


