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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 

(2021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 

取締役 

藤井 靖之 

山本 久敏 

相葉 斉 

菊池 英彦 

取締役 

監査役 

監査役 

中田 華寿子 

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 

法務コンプライアンス部長 生井 秀人 

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 

当社特許取得注文トラリピの全注文状況をグラフ化した「トラリピレンジマップ」

のリリース、新通貨ペア「豪ドル/NZドル」の取り扱い開始、当社ストラテジストによ

る中長期視点の取引戦略提案「トラリピ戦略リスト」、はじめてのトラリピ支援チー

ムによるワークショップ・個別面談等、投資サポートの充実に力を注ぎ、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

134,335 口座から 141,647 口座（前期比 5.4％増）、預り資産残高は前期末の 67,492

百万円から 75,524百万円（前期比 11.9％増）へそれぞれ拡大しました。 

営業施策といたしましては、 

・「トラリピレンジマップ」のリリースおよび改善、 

・eKYC「スマホで最速、本人確認」の導入、 

・新通貨ペア「豪ドル/NZドル」の取り扱い開始、 

・「マネースクエア CFD」のリリース、 

・「トラリピ戦略リスト」のリリース、 

・顧客参加型イベント「第３回トラリピ・マスターズ」の実施、 

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 103名 

計１店  計 103名 
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等の施策を講じたものの、各国政策金利の低下によるスワップ収益低下の影響もあ

り、営業収益は 2,540,021 千円（前年同期比 1,653,616 千円減）となりました。一方

で、広告宣伝費の圧縮などコストの見直しを図った結果、営業費用は 3,159,241 千円

（前年同期比 731,956 千円減）となりましたが、営業損益は 619,220 千円のマイナス

（前年同期比 921,659 千円減）となりました。 

営業外損益項目としては、受取利息を 2,648千円、支払利息を 21,943千円等計上し

た結果、経常損益は 636,058 千円のマイナス（前年同期比 938,411 千円減）となりま

した。 

特別損益項目としては、金融商品取引責任準備金繰入額を 29千円計上した結果、税

引前当期純損益は 636,087 千円のマイナス（前年同期比 937,877 千円減）となりまし

た。 

法人税等を 2,290 千円、法人税等調整額をマイナスの 193,433 千円計上した結果、

当期純損益は 444,944 千円のマイナス（前年同期比 640,943千円減）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５期 

(2019年３月期) 

第６期 

(2020年3月期) 

第７期 

(2021年3月期) 

営業収益及び純営業収益 （千円） 4,558,438 4,193,637 2,540,021 

経常利益又は経常損失（△）（千円） 911,160 302,352 △ 636,058 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 645,664 195,999 △ 444,944 

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） 341,944 210,678 89,856 

 
ＦＸ受入手数料 310,418 50,888 － 

ＣＦＤ受入手数料 31,525 159,789 89,856 

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 4,212,791 3,982,631 2,450,164 

 
売買損益（千円） 1,096,525 1,331,914 1,233,642 

 
スワップその他収益（千円） 3,116,266 2,650,716 1,216,521 

 
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 416.9% 393.6% 405.8% 

使用人の総数 105 102 96 

（内、外務員の数）  (50) (49) (49) 
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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 

(2020年３月31日) 
当事業年度 

(2021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 5,358,446  4,666,688  

 ２ 顧客区分管理信託 38,169,374  58,268,177  

 ３ 顧客分別金信託           12,036  12,036  

 ４ 外国為替取引評価勘定 －  245,914  

 ５ 前払費用 113,192  102,162  

 ６ 関係会社短期貸付金 1,500,000  800,000  

 ７ その他 391,101  412,493  

８ 貸倒引当金 684  △ 425  

  流動資産合計  45,543,467  64,507,046 

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 工具器具及び備品 418  418  

    減価償却累計額 357 61 402 16 

  有形固定資産合計  61  16 

 ２ 無形固定資産     

  (1) ソフトウェア 4,223  2,243  

  無形固定資産合計  4,223  2,243 

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 出資金 1,000  1,000  

  (2) 長期前払費用 6,091  1,997  

  (3) 差入保証金 6,936  6,867  

  (4) 繰延税金資産 29,647  223,080  

  投資その他の資産合計  43,674  232,945 

  固定資産合計  47,958  235,204 

 資産合計  45,591,426  64,742,251 
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前事業年度 

(2020年３月31日) 
当事業年度 

(2021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 257,947  167,263  

 ２ 未払法人税等 13,574  9,980  

 ３ 顧客預り勘定 38,511,098  59,027,163  

 ４ 外国為替評価勘定 254,914  －  

 ５ 1 年内返済予定長期借入金 504,000  496,000  

 ６ ポイント引当金 45,842  37,486  

 ７ 賞与引当金 64,300  5,659  

 ８ その他 16,720  16,582  

  流動負債合計  39,668,396  59,760,136 

Ⅳ 固定負債     

 １ 長期借入金 496,000  －  

  固定負債合計  496,000  － 

Ⅴ 特別法上の準備金     

 １ 金融商品取引責任準備金 739  769  

特別法上の準備金合計  739  769 

負 債 合 計  40,165,136  59,760,905 

Ⅵ 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 210,008  210,008  

     資本剰余金合計  1,810,008  1,810,008 

  (3) 利益剰余金     

その他利益剰余金 1,916,282  1,471,337  

      繰越利益剰余金 1,916,282  1,471,337  

     利益剰余金計  1,916,282  1,471,337 

株主資本合計  5,426,290  4,981,345 

  純資産合計  5,426,290  4,981,345 

  負債純資産合計  45,591,426  64,742,251 
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2） 損益計算書 

  
前事業年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当事業年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業収益  4,193,637  2,540,021 

 １ トレーディング損益 3,982,631  2,450,164  

 ２ 受入手数料 210,678  89,856  

 ３ その他の営業収益 327  －  

Ⅱ 営業費用  3,891,052  3,159,241 

 １ 販売費及び一般管理費 3,891,052  3,159,241  

   営業利益(損失)  302,585  △ 619,220 

Ⅲ 営業外収益  2,676  5,105 

 １ 受取利息 2,316  2,648  

 ２ 受取配当金 30  30  

 ３ 還付加算金 47  1,321  

 ４ 助成金収入 －  1,050  

 ５ その他 282  54  

 Ⅳ 営業外費用  2,909  21,943 

 １ 支払利息 2,868  21,943  

 ２ その他 40  －  

   経常利益(損失)  302,352  △ 636,058 

 Ⅴ 特別損失  562  29 

 １ 金融商品取引責任準備金繰入れ 562  29  

   税引前当期純利益(損失)  301,790  △ 636,087 

   法人税、住民税及び事業税  71,415  2,290 

   法人税等調整額  34,375  △ 193,433 

   当期純利益(損失)  195,999  △ 444,944 
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3） 株主資本等変動計算書 

 
前事業年度(自 2019 年４月１日 至 2020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 

2019年４月１日残高 1,700,000 1,600,000 210,008 2,220,282 5,730,290 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当    △ 500,000 △ 500,000 

 当期純利益    195,999 195,999 

 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 － － － △ 304,000 △ 304,000 

2020年３月 31日残高 1,700,000 1,600,000 210,008 1,916,282 5,426,290 

 

  

純資産合計 
 

 

2019年４月１日残高 5,730,290 

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 △ 500,000 

 当期純利益 195,999 

 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 △ 304,000 

2020年３月 31日残高 5,426,290 
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当事業年度(自 2020 年４月１日 至 2021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 

2020年４月１日残高 1,700,000 1,600,000 210,008 1,916,282 5,426,290 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当     － 

 当期純利益    △ 444,944 △ 444,944 

 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 － － － △ 444,944 △ 444,944 

2021年３月 31日残高 1,700,000 1,600,000 210,008 1,471,337 4,981,345 

 

  

純資産合計 
 

 

2020年４月１日残高 5,426,290 

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 － 

 当期純利益 △ 444,944 

 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 △ 444,944 

2021年３月 31日残高 4,981,345 

 

 

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６期 

(2020年３月期) 

第７期 

(2021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。 

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６期 

(2020年３月期) 

第７期 

(2021年３月期) 

(1) 借入金の主要な借入先及び 

借入金額 

東日本銀行 

 

    
 
 

1,000百万円 

 
 
 

496百万円 

(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、顧客モニタリング等を法務コンプライアンス部が担当し、

法務コンプライアンス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リスク＆オーディット室が事後的に監査、

点検を行っております。また、各部にコンプライアンス担当者・責任者を配置し、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 ５百万円 

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 58,179百万円  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。 

  



13 
 

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％ 



 
 

別紙１：経営の組織 
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注 記 表 
 

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）に基づく債務保証に対して第一順位、取引銀行１行と締結している当座

貸越契約から発生する借入金に対して第二順位の担保として、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第一順位及び第二順位の

質権を設定しております。 

また、当社の親会社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三順位の質 

権を設定しております。 

 上記の他、取引銀行１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）200,016千 

円を差し入れております。 

(2) 債務保証 

当社の親会社の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 1,000,000 千円 

(3) 有形固定資産の減価償却累計額        402千円 

(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 58,268,177 千円 

顧客分別金信託 12,036 千円 

預託金 合計 58,280,213 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 72,535,959 千円 

確定損益未受渡分 63,147 千円 

未決済残高評価損益 △ 13,571,943 千円 

顧客預り勘定 合計 59,027,163 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 21,877 千円 
 

短期金銭債務 115,475 千円 

(8) 当座貸越契約 

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３行と当座貸越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 1,800,000 千円 

借入実行残高 － 千円 

差引額 1,800,000 千円 

(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 1,660,540 千円 

営業外取引   

 営業外収益 2,576 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 

   該当事項はありません。 

(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。 


