
(注) 本説明書中の記載金額等は、表示単位未満を切り捨てております。

　この説明書は、金融商品取引法第46条の４の規定に基づき、全ての営業所又は事
務所に備え置き、公衆の縦覧に供するために作成したものです。
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金融商品取引業者の概況及び組織に関する事項

1 商号 豊商事株式会社
登録年月日 2007年9月30日
登録番号 関東財務局長(金商)第299号

2 沿革及び経営の組織
年月 沿革

1957年 1月 福岡市天神町に商品先物取引業を事業目的として、豊商事株式会社を設立。

1961年12月 本社を福岡市から東京都中央区に移転。

1971年 1月
登録制から許可制への移行に伴い、農林大臣及び通商産業大臣より商品取引員(商品仲買人から名称変更)
としての許可を受ける。

1979年 8月
４年毎の許可更新制に伴い、農林水産大臣及び通商産業大臣より商品取引員としての第１回許可更新を受け
る。

1986年 7月
「誘導基準」をクリアし、通商産業大臣より「誘導基準適合取引員」に認定される。(その後、1988年を除き、1997
年３月末に誘導基準が撤廃されるまで「誘導基準適合取引員」に認定される)

1987年 8月 本社ビル完成に伴い、本社を現在地(東京都中央区日本橋蛎殼町一丁目16番12号)に移転。

1990年 2月 シンガポールにYUTAKA SHOJI SINGAPORE PTE. LTD. を子会社(現・連結子会社)として設立。

1991年 4月 東穀不動産株式会社(現・ユタカエステート株式会社)を子会社(現・連結子会社)とする。

1991年 4月 ユタカ・フューチャーズ株式会社を子会社として設立。

1991年 8月 農林水産大臣及び通商産業大臣より第一種商品取引受託業の許可を受ける。

1991年10月 豊不動産株式会社を吸収合併し、経営基盤の強化と事業の拡大を図る。

1992年10月
「商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品ファンド法)」に基づき、大蔵大臣、農林水産大臣及び通商産
業大臣より商品投資販売業協議法人としての許可を受ける。

1995年 8月 商品取引所法に基づく第一種商品取引受託業の許可更新を受ける。

1995年10月
「商品ファンド法」に基づき、大蔵大臣、農林水産大臣及び通商産業大臣より商品投資販売業運用法人(同協
議法人から種類変更)としての許可更新を受ける。

1995年11月 日本証券業協会において店頭売買銘柄としての登録承認を受け、株式を公開する。(証券コード：8747)

1996年11月 (社)金融先物取引協会(現・(一社)金融先物取引協会）に会員加入。

1997年 2月 ㈱東京金融先物取引所（現・㈱東京金融取引所）に会員加入。

2001年 8月 商品取引所法に基づく第一種商品取引受託業の許可更新を受ける。

2004年12月
日本証券業協会による店頭登録市場の廃止に伴い、㈱ジャスダック証券取引所（現・㈱東京証券取引所ＪＡＳ
ＤＡＱ（スタンダード））へ株式上場。

2005年 3月 改正商品取引所法第190条第１項の規定に基づき商品取引受託業務の許可を受ける。

2005年 7月 改正金融先物取引法に基づく金融先物取引業の登録。

2005年12月 証券仲介業の登録。

2006年 2月 (財)日本情報処理開発協会（現・（一財）日本情報経済社会推進協会）からプライバシーマーク認証を取得。

2006年 4月 ㈱東京金融先物取引所（現・㈱東京金融取引所）にて取引所為替証拠金取引「くりっく365」を取引開始。

2006年10月 株式の分割（株式１株につき２株の割合）。

2007年 7月 ユタカ・アセット・トレーディング株式会社を連結子会社として設立。

2007年 9月 金融商品取引法改正に基づき第一種及び第二種金融商品取引業を登録。

2010年10月 日本投資者保護基金に加入。

2010年11月 日本証券業協会に加入。

2010年11月 ㈱東京金融取引所にて取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」の取引開始。

2011年 3月 特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センターの対象事業者となる。

2011年 4月 (一社)第二種金融商品取引業協会に加入。

2014年 5月 あかつき証券株式会社と業務提携。

2014年 7月 証券媒介取引開始。

2015年10月 子会社であるユタカ・フューチャーズ株式会社の解散及び清算。

2016年 7月 北陸地方に金沢支店を新設。

2017年 4月 中国地方に広島支店を新設。

2017年 9月 マレーシアにYUTAKA SHOJI MALAYSIA SDN. BHD.を子会社(現・連結子会社）として設立。

2017年11月 EVOLUTION JAPAN株式会社の商品先物取引部門の事業譲受。

金融商品取引法第46条の4（説明書類の縦覧）
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所有株式数

(千株)
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① 役員の氏名又は名称

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

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

　　　取締役

　専務取締役

　　　取締役（社外）

　専務取締役

　　　監査役（社外）

長　尾　和　彦

浦　栃　　　健

　　　取締役

取締役相談役（非常勤）

豊商事従業員持株会

　　　取締役

59.33

安　達　芳　則

伊　藤　昇　明

みずほ銀行 4.15

　　　取締役 宮　下　芳　範

多々良　孝　之

　代表取締役会長

多々良　實夫 2.87

地位 氏名

17.32

資産管理サービス信託銀行株式会社
（信託Ｅ口）

6.82

株式会社多々良マネジメント

多々良　義成

株式会社西日本シティ銀行

瀧　田　照　久

4.95

所有する議決権の議決権の
総数に対する割合(％)

株式会社三井住友銀行

氏名又は名称

計

4.09

2.77

篠　塚　幸　治

　　　取締役

5.69

5.40

5.23

多々良　實　夫

　　　取締役

　代表取締役社長

高橋　新

吉田　知広

　　　取締役

新　　　欣　樹

福　島　啓史郎

渡　邊　雅　志

多々良　義　成

安　成　政　文

鷹　啄　　　浩

　　　監査役（社外）

日　下　伸　一

　　　監査役（常勤）



② 政令で定める使用人の氏名

③ 業務の種別

・法第28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務

・有価証券等管理業務

・第二種金融商品取引業

④ 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

名称

本社

宇都宮支店

さいたま支店

池袋支店

横浜支店

札幌支店

金沢支店

名古屋支店

大阪支店

松山支店

広島支店

福岡支店

⑤ 他に行っている事業の種類

・国内市場商品先物取引業

・他に分類されないその他の小売業

・その他の商品先物取引業

・貸事務所業

⑥ 手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である

指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象

事業者となる認定投資者保護団体の名称

（手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の商号又は名称）

（加入する金融商品取引業協会の名称）

・一般社団法人金融先物取引業協会

・日本証券業協会

・一般社団法人第二種金融商品取引業協会

広島県広島市中区立町２番29号

石川県金沢市南町６番１号

コンプライアンス部金融担当部長

専務取締役管理本部長 多々良　孝　之

愛媛県松山市三番町七丁目１番21号

氏名

埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目９番４号

福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目８番36号

・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（特定第一種金融商品取引業務
に限る。）

早　川　裕　之

大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目20番14号

神奈川県横浜市中区山下町223番地１

所在地

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目16番12号

北海道札幌市中央区南一条西十丁目６番地

栃木県宇都宮市馬場通り二丁目１番１号

東京都豊島区南池袋一丁目25番９号

役職名



⑦ 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号

株式会社東京金融取引所

⑧ 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金

⑨ 金融商品取引業に関する内閣府令第７条第3号イ及び第４号から第９号までに掲げる事項

有価証券関連業を行う旨

商品投資関連業務を行う旨

5 業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

当社の金商法上の業務に関する苦情等の解決については、金融商品取引業務に係る苦情・紛
争処理規程に基づく社内措置を講ずるほか、次の各号に掲げる業務の種別ごとに、当該各号
に掲げる外部機関等を利用する措置を講じております。

(ⅰ)第一種金融商品取引業　特定非営利活動法人証券・金融商品あっせんセンター（以下、
「ＦＩＮＭＡＣ」）との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続き実施基本契約を締結し
利用する措置。

(ⅱ)第二種金融商品取引業　金商法第37条の7第1項第2号ロに規定する苦情処理措置及び
紛争解決処置として、市場デリバティブ取引に関する紛争については、一般社団法人金融先
物取引業協会（ＦＩＮＭＡＣに業務委託）、市場デリバティブ取引以外の取引に関する紛争に
ついては、一般社団法人第二種金融商品取引業協会（ＦＩＮＭＡＣに業務委託）を利用する
措置。



金融商品取引業者の業務の状況に関する事項

1 直近の事業年度における業務の概要

①取引所株価指数証拠金取引

2019年3月31日 2020年3月31日

証拠金預託額　　（単位：円） 10,059,689,372 8,912,366,324

顧客口座数　　（単位：口座） 9,886 10,594

総取引数量　　　（単位：枚） 1,259,056 1,169,622

 

②取引所為替証拠金取引

2019年3月31日 2020年3月31日

証拠金預託額　　（単位：円） 4,888,393,994 4,680,851,374

顧客口座数　　（単位：口座） 15,369 15,677

総取引数量　　　（単位：枚） 281,871 198,729

 

　証券市場においては、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)の主要銘柄である日経225は、米
国の良好な経済指標を背景としてＮＹダウが上昇したことが支援要因となり、年初来高値を更新して始
まりました。５月に入ると円高・ドル安が圧迫要因となり下落し、同月末には米国がメキシコに対し追加
関税の措置を発表したことからリスク回避の動きが強まり下げ幅を拡大しましたが、後に追加関税延期
を表明したことによりＮＹダウが急伸し、国内市場も追随する動きとなりました。その後は21,000円から
21,900円のレンジで推移していましたが、８月に入り米国が新たな対中制裁関税の発動を表明したこと
を受けて、米中貿易摩擦の激化による世界的な景気後退懸念が強まり、20,000円の大台を探る動きと
なりました。しかしその後は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げが決定されたことからＮＹダウ
が上昇し、国内市場も追随する動きとなり、22,000円台まで回復しました。10月に入ると、米中閣僚級
通商協議で第一段階の合意に向けて進展が見られたことにより上昇、その後も好調な米経済指標を背
景にＮＹダウが堅調に推移、国内市場も歩調を合わせて12月には、１年２か月ぶりとなる24,000円台を
示現しました。1月に入っても高値圏での推移となりましたが、２月に入ると新型コロナウイルスの世界的
感染拡大により、ＮＹダウをはじめとした各国の株価急落を背景に、一時16,000円台前半まで下落しま
した。その後は急落に対する修正から19,000円手前まで反発するなど、乱高下する展開となりました。

　為替市場においては、ドル円相場は110円から112円のレンジで推移していましたが、５月に入ると米
国が中国に対して制裁関税を引き上げることを表明したことから、リスク回避の動きが強まり、急落場面
となりました。その後メキシコに対しても追加関税を賦課することを発表して下落に拍車をかけました。
108円台の保ち合いの後、ＦＲＢが年内の利下げを視野に入れる方針を示唆したことから再度急落し、６
月後半には106.75円まで円安・ドル高が進行しました。８月に入ると、米国が新たな対中制裁関税の発
動を表明したことを受けて、米中貿易摩擦の激化による世界的な景気後退懸念が強まり、レンジを大き
く切り下げて、一時104.40円を示現しました。その後は米中閣僚級通商協議を10月に開催することで合
意したことを受け、貿易協議の進展期待に支えられ、９月末には108円台を回復しました。その後は108
円前半から109円後半と狭いレンジで推移しましたが、12月に米国がイラクとシリアで、イスラム教シーア
派組織の拠点を５か所空爆したと発表したことから下落し、109円台を割り込みました。１月に入り108円
後半から110円前半で推移した後、２月にレンジの上限を抜けて瞬間的に112円台まで上昇しました
が、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が強まり、世界的な株安とともにリスク回避の動きが強まったこ
とから円が急伸し、３月には101.16円を示現しました。しかし、市場で信用不安が高まる中、ドル資金に
対する需要の高まりからドル買いが進み、107円台で年度内の取引を終えました。

　当社は商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品先物取引業及び金融商品取引
業を展開しており、また当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在し
ております。



2 直近の三事業年度における業務の状況を示す事項

第62期 第63期 第64期
2017年4月1日 2018年4月1日 2019年4月1日
2018年3月31日 2019年3月31日 2020年3月31日

①営業収益 4,909 5,770 6,802

②経常利益又は経常損失 367 743 1,452

③当期利益又は当期損失 305 569 819

④-1資本金の額 1,722 1,722 1,722

④-2発行済み株式の総数 8,897,472 8,897,472 8,897,472

⑤受入手数料の内訳

委託手数料 4,841 5,677 6,635

（　株　　　　　券　） 1,476 1,317 1,162

（　債　　　　　券　） － － －

（　受　益　証　券　） 0 0 －

（　そ　　の　　他　） 3,364 4,360 5,473

引受・売出等の手数料 － － －

募集・売出等の取扱手数料 － － －

その他の受入手数料 0 0 0

計 4,842 5,678 6,636

⑥金融先物取引業者の自己取引
に係る損益の内訳

株券等 82 △ 12 －

(　商品有価証券等　） － － －

( デリバティブ取引 ） 82 △ 12 －

債券・為替等 － － －

（　債　　券　　等　） － － －

（　為　　替　　等　） － － －

その他 △ 55 69 138

（ 商 品 先 物 取 引 ） △ 61 62 134

（ 商 品 売 買 損 益 ） 6 6 4

（ 為 替 売 買 損 益 ） - - -

計 27 56 138

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

－ － －

⑨その他業務の状況

不動産収入 0 0 0
その他の営業収益 38 34 27

⑩法第82条第1項に規定する自己
資本規制比率

281.6 251.4 293.4

⑪-1　各事業年度終了の日にお
ける使用人の総数(人）

384 350 360

⑪-2　各事業年度終了の日にお
ける外務員の総数(人）

334 310 317

( )( )( )

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(％)

(株数)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(％)

(株数)



金融商品取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項

1 経理の状況
① 貸借対照表

（単位：千円）
科目 金　　　額 科目 金　　　額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 流動負債

現金・預金 4,456,014 トレーディング商品 －
預託金 73,000 商品有価証券等 －

顧客分別金信託 30,000 デリバティブ取引 －
金融商品取引責任準備預託金 － 約定見返勘定 －
その他の預託金 43,000 信用取引負債

金商法43条3に基づくもの 30,000 信用取引借入金 －
上記以外のもの 13,000 信用取引貸証券受入金 －

トレーディング商品 438,713 有価証券担保借入金 －
商品有価証券 － 有価証券貸借取引受入金 －
デリバティブ取引 438,713 現先取引借入金 －

約定見返勘定 － 預り金 23,815
信用取引資産 － 顧客からの預り金 －

信用取引貸付金 － 募集等受入金 －
信用取引借証券担保金 － その他の預り金 23,815

有価証券担保貸付金 － 受入保証金 37,155,663
借入有価証券担保金 － 発行日取引受入保証金 －
現先取引貸付金 － 信用取引受入保証金 －

立替金 145,186 先物取引受入証拠金 37,155,663
顧客への立替金 144,479 有価証券引渡票受入金 －
その他の立替金 707 その他の受入保証金 －

募集等払込金 － 有価証券等受入未了勘定 －
短期差入保証金 23,809,363 受取差金勘定 －

発行日取引差入証拠金 － 短期借入金 1,080,004
信用取引差入保証金 － 前受金 6,846
先物取引差入証拠金 23,729,243 前受収益 －
有価証券引渡票支払金 － 未払金 439,052
その他の差入保証金 80,120 未払費用 135,426

有価証券等引渡未了勘定 － 未払法人税等 126,776
支払差金勘定 － 賞与引当金 98,633
短期貸付金 834,889 その他の流動負債 63,697
前払金 － 流動負債計 39,129,916
前払費用 23,561 固定負債
未収入金 2,728 長期借入金 715,326
未収収益 211,959 繰延税金負債 －
その他の流動資産 13,077,978 退職給付引当金 774,588
貸倒引当金 △ 19,009 その他の固定負債 360,230

流動資産計 43,054,386 固定負債計 1,850,144
固定資産 引当金

有形固定資産 2,642,131 金融商品取引責任準備金 14,588
建物 649,537 商品取引責任準備金 141,782
構築物 2,364 引当金計 156,371
器具備品 101,343 負債合計 41,136,433
車両 9,692 （純資産の部）
土地 1,879,193 株主資本 9,376,459

無形固定資産 912,024 資本金 1,722,000
のれん 827,033 新株式申込証拠金 －
ソフトウエア 69,492 資本剰余金 1,104,480
ソフトウエア仮勘定 15,498 資本準備金 1,104,480

投資その他の資産 3,942,638 その他資本剰余金 －
投資有価証券 1,129,265 利益剰余金 6,963,265
出資金 8,130 利益準備金 430,500
長期貸付金 34,447 その他利益剰余金 6,532,765
長期差入保証金 664,963 積立金 5,700,000
長期前払費用 5,934 繰越利益剰余金 832,765
前払年金費用 － 自己株式 △ 413,285
繰延税金資産 116,773 自己株式申込証拠金 －
その他 2,396,067 評価・換算差額等 38,288
貸倒引当金 △ 412,942 その他有価証券評価差額金 38,288

固定資産計 7,496,794 繰延ヘッジ損益 －
繰延資産 － 土地再評価差額金 －

新株予約権 －
純資産合計 9,414,747

資産合計 50,551,181 負債・純資産合計 50,551,181
（単位：千円）

第63期　前事業年度
2019年3月31日



（単位：千円）
科目 金　　　額 科目 金　　　額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 流動負債

現金・預金 5,907,591 トレーディング商品 －
預託金 98,000 商品有価証券等 －

顧客分別金信託 30,000 デリバティブ取引 －
金融商品取引責任準備預託金 － 約定見返勘定 －
その他の預託金 68,000 信用取引負債 －

金商法43条3に基づくもの 信用取引借入金 －
上記以外のもの 信用取引貸証券受入金 －

トレーディング商品 438,713 有価証券担保借入金 －
商品有価証券 － 有価証券貸借取引受入金 －
デリバティブ取引 438,713 現先取引借入金 －

約定見返勘定 － 預り金 45,044
信用取引資産 － 顧客からの預り金 －

信用取引貸付金 － 募集等受入金 －
信用取引借証券担保金 － その他の預り金 45,044

有価証券担保貸付金 － 受入保証金 41,519,625
借入有価証券担保金 － 発行日取引受入保証金 －
現先取引貸付金 － 信用取引受入保証金 －

立替金 16,902 先物取引受入証拠金 41,519,625
顧客への立替金 15,917 有価証券引渡票受入金 －
その他の立替金 985 その他の受入保証金 －

募集等払込金 － 有価証券等受入未了勘定 －
短期差入保証金 31,143,578 受取差金勘定 －

発行日取引差入証拠金 － 短期借入金 980,004
信用取引差入保証金 － 前受金 12,541
先物取引差入証拠金 31,113,460 前受収益 －
有価証券引渡票支払金 － 未払金 589,797
その他の差入保証金 30,118 未払費用 179,422

有価証券等引渡未了勘定 － 未払法人税等 320,741
支払差金勘定 － 賞与引当金 177,345
短期貸付金 248,743 その他の流動負債 333,130
前払金 － 流動負債計 44,157,652
前払費用 23,655 固定負債
未収入金 4,107 長期借入金 406,655
未収収益 185,761 繰延税金負債 －
その他の流動資産 10,089,514 退職給付引当金 805,648
貸倒引当金 △8,745 その他の固定負債 545,026

流動資産計 48,147,823 固定負債計 1,757,330
固定資産 引当金

有形固定資産 2,599,854 金融商品取引責任準備金 14,588
建物 614,252 商品取引責任準備金 197,689
構築物 1,994 引当金計 212,277
器具備品 97,891 負債合計 46,127,260
車両 6,521 （純資産の部）
土地 1,879,193 株主資本 8,629,788

無形固定資産 692,164 資本金 1,722,000
のれん 596,233 新株式申込証拠金 －
ソフトウエア 95,931 資本剰余金 1,104,480
ソフトウエア仮勘定 － 資本準備金 1,104,480

投資その他の資産 3,333,677 その他資本剰余金 －
投資有価証券 912,183 利益剰余金 7,615,878
出資金 8,130 利益準備金 430,500
長期貸付金 12,392 その他利益剰余金 7,185,378
長期差入保証金 759,279 積立金 5,700,000
長期前払費用 5,715 繰越利益剰余金 1,485,378
前払年金費用 － 自己株式 △1,812,570
繰延税金資産 83,418 自己株式申込証拠金 　－
その他 1,793,137 評価・換算差額等 16,471
貸倒引当金 △240,578 その他有価証券評価差額金 16,471

固定資産計 6,625,696 繰延ヘッジ損益 －
繰延資産 － 土地再評価差額金 －

新株予約権 －
純資産合計 8,646,259

資産合計 54,773,520 負債・純資産合計 54,773,520

（注1）当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」（平成18年２月７日法務省令
第13号）に基づき、「商品先物取引業統一経理基準」(日本商品先物取引協会平成23年３月２日改正)及び「商品先物
取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について」(日本商品先物取引協会令和２年５月28日改正)に準
拠して作成しており、上記にて開示しております貸借対照表とは詳細が異なります。

（注2）当社の貸借対照表（関連する注記を含む）は添付資料「第63期　事業報告書」及び「第64期　事業報告書」をご
確認ください。

第64期　当事業年度
2020年3月31日



② 損益計算書

（単位：千円）
科目

営業収益
受入手数料 5,678,300

委託手数料 5,677,736
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 －
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 －
その他の受入手数料 563

トレーディング損益 56,443
株券等トレーディング損益 △ 12,926
債券等トレーディング損益 －
その他のトレーディング損益 69,369

金融収益 －
その他の営業収益 35,492

営業収益計 5,770,236
金融費用 32,227
純営業収益 5,738,008
販売費・一般管理費 5,082,674

取引関係費 763,135
人件費 2,996,845
不動産関係費 342,997
事務費 21,651
減価償却費 346,965
租税公課 76,558
貸倒引当金繰入れ 12,596
その他 521,924

営業利益（又は営業損失） 655,334
営業外収益 94,656
営業外費用 6,643

経常利益（又は経常損失） 743,346
特別利益

臨時利益 －
金融商品取引責任準備金戻入 －
その他 －

特別利益計 －
特別損失

有価証券評価減 －
臨時損失 42,773
金融商品取引責任準備金繰入れ －
その他 －

特別損失計 42,773
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） 700,573
法人税、住民税及び事業税 152,432
法人税等調整額 △ 21,757
当期純利益（又は当期純損失） 569,898

　自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日

金額

第63期　前事業年度



（単位：千円）
科目

営業収益
受入手数料 6,636,143

委託手数料 6,635,711
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 －
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 －
その他の受入手数料 432

トレーディング損益 138,389
株券等トレーディング損益 －
債券等トレーディング損益 －
その他のトレーディング損益 138,389

金融収益 －
その他の営業収益 2,061

営業収益計 6,802,593
金融費用 27,680
純営業収益 6,774,913
販売費・一般管理費 5,385,365

取引関係費 758,639
人件費 3,264,964
不動産関係費 340,528
事務費 22,167
減価償却費 337,986
租税公課 86,437
貸倒引当金繰入れ 49,127
その他 525,512

営業利益（又は営業損失） 1,389,547
営業外収益 111,956
営業外費用 49,342

経常利益（又は経常損失） 1,452,162
特別利益

臨時利益 126,806
金融商品取引責任準備金戻入 －
その他 －

特別利益計 126,806
特別損失

有価証券評価減 56,976
臨時損失 295,410
金融商品取引責任準備金繰入れ －
その他 －

特別損失計 352,387
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） 1,226,581
法人税、住民税及び事業税 364,594
法人税等調整額 42,984
当期純利益（又は当期純損失） 819,002

（注1）当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」（平成18年２月７日法務省令
第13号）に基づき、「商品先物取引業統一経理基準」(日本商品先物取引協会平成23年３月２日改正)及び「商品先物
取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について」(日本商品先物取引協会令和２年５月28日改正)に準
拠して作成しており、上記にて開示しております損益計算書とは詳細が異なります。

（注2）当社の損益計算書（関連する注記を含む）は添付資料「第63期　事業報告書」及び「第64期　事業報告書」をご
確認ください。

第64期　当事業年度
　自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日

金額



③ 株主資本等変動計算書

  第63期　当事業年度(自 2018年４月１日　至 2019年３月31日) (単位：千円)

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,722,000 1,104,480 － 1,104,480 430,500 5,700,000 346,061 6,476,561 △ 413,711 8,889,329 66,397 66,397 8,955,727

当期変動額

　剰余金の配当 △ 83,194 △ 83,194 △ 83,194 △ 83,194

　別途積立金の取崩 － － － － －

　当期純利益又は当期純損失(△) 569,898 569,898 569,898 569,898

　自己株式の処分 － － 425 425 425

　自己株式の取得 － － － － －

　利益剰余金から資本剰余金への振替 － － － － － －

　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 28,109 △ 28,109 △ 28,109

当期変動額合計 － － － － － － 486,703 486,703 425 487,129 △ 28,109 △ 28,109 459,020

当期末残高 1,722,000 1,104,480 － 1,104,480 430,500 5,700,000 832,765 6,963,265 △ 413,285 9,376,459 38,288 38,288 9,414,747

  第64期　当事業年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日) (単位：円)

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,722,000 1,104,480 － 1,104,480 430,500 5,700,000 832,765 6,963,265 △ 413,285 9,376,459 38,288 38,288 9,414,747

当期変動額

　剰余金の配当 △ 166,389 △ 166,389 △ 166,389 △ 166,389

　別途積立金の取崩 － － － － －

　当期純利益又は当期純損失(△) 819,002 819,002 819,002 819,002

　自己株式の処分 － － 804 804 804

　自己株式の取得 － － △ 1,400,088 △ 1,400,088 △ 1,400,088

　利益剰余金から資本剰余金への振替 － － － － － －

　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 21,817 △ 21,817 △ 21,817

当期変動額合計 － － － － － － 652,613 652,613 △ 1,399,284 △ 746,671 △ 21,817 △ 21,817 △ 768,488

当期末残高 1,722,000 1,104,480 － 1,104,480 430,500 5,700,000 1,485,378 7,615,878 △ 1,812,570 8,629,788 16,471 16,471 8,646,259

評価・換算
差額等合計資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計

株主資本 評価・換算 差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他

有価証券
評価差額金

株主資本合計
その他

有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計

（注1）当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」（平成18年２月７日法務省令第13号）に基づき、「商品先物取引業統一経理基準」(日本商品先物取引協会平成23年３月２日改正)及び「商品先物取引業における金融商品
取引法に基づく開示の内容について」(日本商品先物取引協会令和２年５月28日改正)に準拠して作成しております。

（注2）当社の株主資本等変動計算書（関連する注記を含む）は添付資料「第63期　事業報告書」及び「第64期　事業報告書」をご確認ください。

株主資本 評価・換算 差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式



2 ① 借入金の主要な借入先及び借入金額
（単位：千円)

借入先 借入金種類 借入金額 借入先 借入金種類 借入金額
㈱三井住友銀行 短期借入金 300,000 ㈱三井住友銀行 短期借入金 300,000
㈱みずほ銀行 短期借入金 300,000 ㈱みずほ銀行 短期借入金 300,000
㈱西日本ｼﾃｨ銀行 短期借入金 200,000 ㈱西日本ｼﾃｨ銀行 短期借入金 100,000

㈱三井住友銀行
短期借入金

(1年以内返済予定長
期)

168,004 ㈱三井住友銀行
短期借入金

(1年以内返済予定長
期)

168,004

㈱みずほ銀行
短期借入金

(1年以内返済予定長
期)

46,000 ㈱みずほ銀行
短期借入金

(1年以内返済予定長
期)

46,000

㈱西日本ｼﾃｨ銀行
短期借入金

(1年以内返済予定長
期)

66,000 ㈱西日本ｼﾃｨ銀行
短期借入金

(1年以内返済予定長
期)

66,000

㈱三井住友銀行 長期借入金 379,326 ㈱三井住友銀行 長期借入金 182,655
㈱みずほ銀行 長期借入金 138,000 ㈱みずほ銀行 長期借入金 92,000
㈱西日本ｼﾃｨ銀行 長期借入金 198,000 ㈱西日本ｼﾃｨ銀行 長期借入金 132,000

1,795,330 1,386,659

② 保有する有価証券(トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の取得価額、時価及び評価損益

（投資その他の資産） 投資有価証券 （単位：千円)

取得原価 貸借対照表計上額 評価損益
517,697 572,884 55,186

－ － －
－ － －

517,697 572,884 55,186

（投資その他の資産） 投資有価証券 （単位：千円)

取得原価 貸借対照表計上額 評価損益
643,880 667,620 23,740

－ － －
－ － －

643,880 667,620 23,740

③ デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の契約価額、時価及び評価損益
（単位：千円)

契約価額 契約価額のうち１年超 時価 評価損益
商品先物取引

売建 109,438 － 109,769 △ 330
買建 857,088 － 847,625 △ 9,463

差引計 － － － △ 9,793

（単位：千円)

契約価額 契約価額のうち１年超 時価 評価損益
商品先物取引

売建 78,411 － 77,128 1,283
買建 400,320 － 400,940 619

差引計 － － － 1,903

3

添付資料「第63期　事業報告書」及び「第64期　事業報告書」は東陽監査法人の監査を受けております。
「第63期　事業報告書」 https://www.yutaka-shoji.co.jp/src/img/63settlement.pdf
「第64期　事業報告書」 https://www.yutaka-shoji.co.jp/src/img/ns_web_0863601302006.pdf

金融商品取引業者の管理の状況に関する事項

① 内部管理の状況の概要

② 法第43条の2から第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

第64期

区分 種類

区分 種類

合計

2020年3月31日

第63期
2019年3月31日

市場取引

第64期
2020年3月31日

種　　　類
株式
債券
その他

その他
合計

第63期
2019年3月31日

2019年3月31日
第64期

2020年3月31日

種　　　類
株式
債券

　取引所為替証拠金取引（くりっく365）等の顧客資産4,682百万円につきましては、 4,680百万円を東京金融先物取引所へ差し入れ、締後区分管理
対象財産２百万円を金融機関残高として認識しております。

合計 合計

第63期

市場取引

　当社では、書面や電話及び各関係機関を通して寄せられるお客様からの相談及び苦情については、コンプライアンス部に集め、速やかにお客様
へ回答すべく、先ずは、相談及び苦情の内容を精査し、その結果をお客様にお伝えし十分にご納得いただけるよう丁寧な説明に努めております。ま
た、相談及び苦情の内容や発生状況等については経営陣に報告される体制となっており、再発防止や予防措置の策定の重要な情報となっておりま
す。

 当社の内部監査は、内部監査規程に基づいて、外部会計監査人（東陽監査法人）及び監査役との協調を図りながら実施し、原則としてすべての支
店(本店営業部を含む。)について実地監査を行うこととしており、その充実に努めております。当社の監査体制は、監査室を中核とする内部監査プロ
ジェクトチームを編成し、「受託業務活動における適正化」の観点に注視して、業務監査及び会計監査を実施しております。

　コンプライアンス（法令遵守）につきましては、教育研修課の主導により各種の社員研修を通してコンプライアンスを周知徹底するとともに、内部監査
時においてもコンプライアンスの強化に努めております。

　株価指数証拠金取引（くりっく株365）の顧客資産8,805百万円につきましては、8,800百万円を東京金融先物取引所へ差し入れ、締後分別管理対
象財産５百万円を金融機関残高として認識しております。

金融商品取引業等に関する内閣府令第174条３号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は
その旨



① 金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成

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事項



②

議決権の所有

（被所有）割合

百万円 ％
30 60,000 100

百万円 ％
200 6,000 100

千ＲＭ ％
16,600 16,600,000 100

（MALAYSIA）

千ＵＳＤ ％
3,016 5,000,000 100

（SINGAPORE）
（注）「YUTAKA SHOJI SINGAPORE PTE.LTD.」は、2019年７月16日開催の取締役会において解散し、清算することを決議し、現在清算手続き中であります。

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

議決権の数の合計

YUTAKA  SHOJI
SINGAPORE  PTE. LTD.

10 ANSON ROAD. #33-10,
INTERNATIONAL PLAZA,

商号又は名称 本店所在地 資本金 事業の内容

YUTAKA SHOJI MALAYSIA
SDN.BHD.

不動産管理業

商品先物取引業等

商品先物取引業等

ユタカエステート株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12

ユタカ・アセット・トレーディング
株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12 商品先物取引業等

21ST FLOOR,TOWER 2 ETIQA TWINS,11,
JALAN PINANG,50450 KL,


