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I 当社の概況及び組織に関する事項 
１．商号 

アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 

 

２．登録年月日（登録番号） 

平成１９年９月３０日（関東財務（支）局長（金商）第３２０号） 

※ 当社は、第27期事業年度において、令和元年5月13日付で、金融商品取引法(以下

｢金商法｣といいます｡)第31条第4項の「変更登録申請」を行い、同年6月11日付で、

｢金商法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務｣を追加する｢業務の種別に係る

変更登録｣を受けております。 

 

３．沿革及び経営の組織 

(1） 会社の沿革 

1993年9月  クレディ・スイス投信株式会社設立 

1993年9月  証券投資信託委託業の認可 

1995年5月  投資顧問業の登録 

1997年3月  投資一任契約に係る業務の認可 

1997年4月  クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信投資

顧問株式会社に変更 

1998年11月  商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更 

2002年2月  ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併 

2007年9月    金融商品取引法施行に伴い、金融商品取引業者として登録 

      （投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業） 

2009年7月  商号をアバディーン投信投資顧問株式会社に変更 

2017年12月  商号をアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社に変更 

2019年6月   変更登録（第一種金融商品取引業を追加） 

2019年8月   宅地建物取引業 免許取得 

2019年9月   オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社を吸収合併 
 

(2） 組織図 

2019 年 12 月末現在の組織図は以下のとおりです。 
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４．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 

（2019 年 12 月 31 日現在） 

氏 名 又 は 名 称 住  所  又  は  所  在  地 割 合 

アバディーン・アセット・

マネジメントPLC 

英国 アバディーン クイーンズ・テラス10 

AB10 1XL  
100.00％ 

 

５．役員の氏名又は名称 

（2019 年 12 月 31 日現在） 

役職名 氏名 常勤・非常勤の別 

代表取締役社長 矢島 健 常勤 

取締役 ニール・アンドリュー・スレイター 常勤 

取締役 長坂 洋一 常勤 

取締役 郭 征岳 常勤 

取締役 ヒュー・ヤング 非常勤 

取締役 
イアン・ロバート・ 

マクドナルド 
非常勤 

監査役 永島 武昭 常勤 

 

６．政令で定める使用人の氏名（2019 年 12 月 31 日現在） 

(1） 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 

（ふ り が な） 

氏      名 
役   職   名 

（ふじい みえこ） 

藤井 見枝子 
コンプライアンス部長 

 

(2） 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名 

（ふ り が な） 
氏      名 

役   職   名 

（くおっく ちゃーん いぇ） 

郭  征 岳 

取締役 

運用部長 
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（かなづ ゆき） 

金津 ゆき 

運用部 

インベストメント・マネジャー 

（みさわ ひろあき） 

三澤 宏明 

運用部 

インベストメント・マネジャー 

（まつおか ひさし） 

松岡 久志 

運用部 

インベストメント・マネジャー 

（くりすてぃーな・うーん） 

クリスティーナ・ウーン 

運用部 

インベストメント・マネジャー 

（おおいし じゅん） 

大石 淳 

運用部 

インベストメント・マネジャー 

（しろもと ずい） 

城源 子翼 

運用部 

インベストメント・アナリスト 

（おの ひでとし） 

小野 秀俊 
不動産投資運用部長 

（にしうら しろう） 

西浦 志朗 
不動産投資運用部 

 

７．業務の種別 

① 投資運用業(投資信託委託業) 

② 投資運用業(投資一任業) 

③ 投資助言・代理業 

④ 第二種金融商品取引業 

⑤ 第一種金融商品取引業（※） 

 

※ 当社は、「金商法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券及び第11号に

掲げる外国投資証券に係る同条第8項第2号に掲げる有価証券の売買の媒介及び同項

第9号に掲げる有価証券の私募の取扱いに係る業務｣(第一種金融商品取引業)を行う

ことを目的として、令和元年5月13日付で「変更登録申請」を行い、同年6月11日付

で、｢金商法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務｣を追加する｢業務の種別に

係る変更登録｣を受け、日本証券業協会に加入した同年7月22日付で「業務の内容又

は方法の変更届出書」の提出をいたしました。（なお、第27期事業年度において、

第一種金融商品取引業は行っておりません。） 
 

８．本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 

名称 所在地 

本店 
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 

大手町フィナンシャルシティグランキューブ 
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９．他に行っている事業 

① 金商法第35条第1項及び同項柱書に定める「金融商品取引業に付随する業務」 

② 金商法第35条第2項第7号並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第22号及び第

24号に定める「他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務」及び「これに附帯

する業務」 

③ 金商法第35条第2項第7号並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第8号及び第

24号に規定する｢他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を

行う業務及び計算受託業務｣並びに｢これらの業務に附帯する業務｣に係る事業（ITヘル

プデスク業務）（※） 

④ 金商法第35条第2項第3号に規定する業務のうち「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に

係る業務」、同法第35条第2項第7号並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第

14号に規定する｢不動産の管理業務｣、同条第15号に規定する「不動産に係る投資に関し

助言を行う業務」、同条第18号に規定する業務のうち「特別目的会社から委託を受けて

その機関の運営に関する事務を行う業務」、同条第21号に規定する「その行う業務に係

る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務」及び第24号に規定する｢これ

らの業務に附帯する業務｣に係る事業（不動産に係る助言及び管理等の業務）（※※） 

⑤ 宅地建物取引業（※※※） 

※ 当社は、平成31年2月25日より、当社が属するスタンダード・ライフ・アバディー

ン・グループのアジア・太平洋地域（以下「APAC」といいます。）におけるIT業務

に関する人的・物理的な資源をより効率的に配分・活用することを目的として、当

社が、APACにおけるグループ関係会社に対して、ITヘルプデスク・サービスを提供

することとし、平成31年2月26日に、上記｢ITヘルプデスク業務｣に係る「兼業業務

の届出書」を提出いたしました。 

 

※※ 当社は、令和元年9月1日付で、当社を存続会社、オライオン・パートナーズ・ジ

ャパン合同会社（以下「OPJGK」といいます。）を消滅会社とする吸収合併を行い、

合併後もOPJGKが従前行っていた業務を当社が継続して行うことを目的として、令

和元年9月10日に、上記「不動産に係る助言及び管理等の業務｣に係る「兼業業務の

届出書」を提出いたしました。 

 

※※※ 当社は、令和元年8月16日付で、東京都より宅地建物取引業者免許を取得いた

しました。（なお、第27期事業年度において、宅地建物取引業は行っておりませ

ん。） 
 

１０． 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および投資者保護基金

の名称 

一般社団法人投資信託協会 

一般社団法人日本投資顧問業協会 

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 

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 

日本投資者保護基金 

 

１１． 苦情処理及び紛争解決の体制 

当社は次のとおり、苦情処理措置及び紛争解決措置を定め、当社のホームページ及び店頭に掲示

しています。 

当社の苦情処理措置について 

１．当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、

また迅速に対応し、お客様等のご理解をいただくよう努めています。 

当社の特定投資運用業務、特定投資助言・代理業務、特定第一種金融商品取引業務およ

び特定第二種金融商品取引業務に関する苦情等の申出先および苦情解決に向けての標準

的な流れは次のとおりです。 
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（１） 苦情等の受付窓口：  

電話番号： 03-4578-2251   

受付時間 : 9:00～17:00(土日祝日､年末年始の休業日を除く) 

eメールアドレス：marketing.tokyo@aberdeenstandard.com 

（２） 苦情解決に向けての標準的な流れ： 

①お客様等からの苦情等の受付 

②社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 

③解決案のお客様等への提示と解決 

 

２．当社は上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることと

しています。この団体は、当社が加入している一般社団法人投資信託協会、一般社団法

人日本投資顧問業協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決につ

いての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用

になる場合には、次の連絡先までお申出ください。また、特定第一種金融商品取引業務

については、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の間で特定第

一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じております。 

 

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 

（FINMAC（フィンマック）） 

ＨＰアドレス https://www.finmac.or.jp/ 

住所： 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 

電話： 0120-64-5005（フリーダイヤル） 

月曜日～金曜日／9:00 ～17:00（ただし、国民の祝日、年末年始を除く） 

 

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターへご

照会ください。 

①お客様からの苦情の申立 

②会員業者への苦情の取次ぎ 

③お客様と会員業者との話合いと解決 

 

当社の紛争解決措置について 

1. 当社は、上記の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が行うあっせ

んを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入している一

般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人第二種金

融商品取引業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあ

っせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合

は、上記の連絡先にお申出下さい。また、特定第一種金融商品取引業務については、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の間で特定第一種金融商品取

引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じております。 

 

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センタ

ーにご照会下さい。 

① お客様からのあっせん申立書の提出 

② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 

③ お客様からのあっせん申立金の納入 

④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 

⑤ あっせん案の提示、受諾 

 

１２． 当社が会員等となる金融商品取引所はありません。  

 

１３． 当社は有価証券関連業を行っており、日本投資者保護基金に加入しております。 
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Ⅱ 業務の状況に関する事項 
1. 当期の業務概要 

 

当期の世界経済は、緩やかに減速基調が続きましたが、世界の株式市場は金融緩和と米中通商交渉

進展期待を支えに総じて堅調な展開となりました。 

  

投資信託委託業務では、マザーファンドを除く当期末時点での本数は 9 本（期中に繰上償還 2 件）

となり、運用成績の低迷と運用業者間の競争激化等により、株式投資信託の純資産総額は 389 億円

（対前期比 35.1％減）となりました。期中の投資信託純資産総額の日々平均残高は、対前期比で

31.5%減少した 484 億円となり、その結果、委託者報酬額は対前期比で 28.8%減少の 411 百万円とな

りました。 

 

投資一任業務では、期末契約件数は 11 件（新規件数が 4 件、解約 1 件）、期末契約資産総額は

7,401 億円（対前期比 43.6％増）となりましたが、期中の月末平均資産総額は前期と比較して

21.8％減少したことにより運用受託報酬額は対前期比で 54.8％減少の 1,090 百万円となりました。 

 

投資顧問業務及び不動産に係る助言業務では、期中に吸収合併をしたオライオン・パートナーズ・

ジャパン合同会社から引き継いだ契約 8 件が加わり、その結果、期末契約件数は 9 件、期末契約資

産総額は 187 億円（対前期比 100.0％増）となりましたが、既存の顧客資産の額を前提としない投

資顧問契約に関して、報酬の改定が行われた結果、投資助言報酬は対前期比で 42.1%減少の 36.5 百

万円となりました。 

 

計算書類における損益計算書上、「その他営業収益」として報告しております金額は、金融商品取

引法第 35 条第 1 項に規定されている付随業務として、関係会社等とのリエゾン業務に係る収益額が

主に計上されております。当該リエゾン業務については、対象資産額の減少により、収益は対前期

比 33.2%減少の 275 百万円となりました。 

 

以上の結果、営業収益は 1,859 百万円（対前期比 46.5％減）、営業経費及び一般管理費の合計は

2,621 百万円（対前期 5.6％増）となり、営業損益ベースでは、前期は営業利益 997 百万円でしたが、

当期は対前期比 180.1％減少の営業損失 761 百万円となりました。 

 

当期の経常損益は、為替差損 24 百万円の計上を主たる原因として 782 百万円の経常損失となり、特

別損失には、オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社を吸収合併した際に認識いたしました

抱合せ株式消滅差損 73 百万円を計上し、その結果、税引前当期純損益は対前期比で 195.0％減少の

純損失 855 百万円となりました。また、繰延税金資産取崩として法人税調整額 567 百万円を計上し

ており、税引後の当期純損益は対前期比で 204.5％減少の純損失 1,421 百万円となりました。 
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２. 業務の状況を示す指標 

（１）経営成績等の推移 

（単位：百万円） 

 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 

資本金の額 4,090  490 940 

発行済株式総数 308,167株 308,167株 308,168株 

営業収益 3,341 3,477 1,859 

（受入手数料） (3,341) (3,477) (1,859) 

 （(委託手数料)）    

 （(引受・売出し手数料)）    

 （(募集・売出し取扱手数料)）    

 （(その他の受入手数料)） ((3,341)) ((3,477)) ((1,859)) 

（トレーディング損益）    

（その他の自己取引に係る損益）    

純営業収益又は営業損失（△）  846  997  △761 

経常利益又は経常損失（△）  826  975  △782 

当期利益又は当期損失（△）  623 1,360 △1,421 

 

（２）株券の売買高およびその受託の取扱高 

  該当する事項はありません。 

 

（３）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    

  該当する事項はありません。 

 

（４）その他業務の状況 

特記事項はございません。 

   

（５）自己資本規制比率の状況 

（単位：百万円） 

 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 

固定化されていない自己資本    (Ａ) - - 1,587 

リスク相当額 

 市場リスク相当額 - - 34 

 取引先リスク相当額 - - 42 

 基礎的リスク相当額 - - 548 

計         (Ｂ) - - 626 

自己資本規制比率* (Ａ)／(Ｂ)×100 -％ -％ 253.6％ 

*第一種金融商品取引業登録は2019年12月期であり、これ以前は記載しておりません。 
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（６）使用人および外務員の総数 

 

 
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 

総   数 35名 41名 48名 

  うち外務員* - - 5 

*第一種金融商品取引業登録は2019年12月期でありこれ以前は記載しておりません。 
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Ⅲ 財産の状況 
１. 経理の状況 

 

(1）【貸借対照表】 

                        （単位：千円） 

 
 
 

前事業年度 
（2018年12月31日） 

当事業年度 
（2019年12月31日） 

資産の部      

流動資産      

預金   1,895,786  2,181,109 

立替金   21,761  541 

前払金   192  2 

前払費用   23,209  23,266 

未収入金   32,031  75,832 

未収委託者報酬   112,459  84,539 

未収投資助言報酬   7,400  900 

未収運用受託報酬   343,936  174,861 

未収消費税等   33,899  8,807 

未収還付法人税等   35,131  55,713 

流動資産合計   2,505,809  2,605,573 

固定資産      

有形固定資産      

建物附属設備  ＊１ 155,595 ＊１ 132,573 

器具備品  ＊１ 56,826 ＊１ 46,585 

有形固定資産合計   212,422  179,159 

無形固定資産      

ソフトウエア   0  0 

無形固定資産合計   0  0 

投資その他の資産      

長期差入保証金   110,305  143,759 

長期前払費用   -  900 

繰延税金資産   567,795  - 

その他投資等   952  952 

貸倒引当金（投資等）   △792  △792 

投資その他の資産合計   678,261  144,819 

固定資産合計   890,683  323,979 

資産合計   3,396,493  2,929,552 
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前事業年度 
（2018年12月31日） 

当事業年度 
（2019年12月31日） 

負債の部      

流動負債      

預り金   35,471  14,502 

未払金   110,658  42,008 

未払手数料   34,315  30,578 

未払委託調査費   19,845  61 

その他未払金  ＊2 56,497   ＊2 11,367 

未払費用  ＊2 151,826  ＊2 159,880 

前受収益   -  26,696 

賞与引当金   431,406  545,349 

流動負債合計   729,362  788,437 

固定負債      

退職給付引当金   154,667  156,969 

役員退職慰労引当金   6,853  421 

資産除去債務   48,500  48,500 

固定負債合計   210,021  205,891 

負債合計   939,383  994,328 

純資産の部      

株主資本      

資本金   490,000  940,000 

資本剰余金      

資本準備金   607,021  1,057,021 

利益剰余金      

その他利益剰余金   1,360,087  △61,797 

繰越利益剰余金   1,360,087  △61,797 

株主資本合計   2,457,109  1,935,224 

純資産合計   2,457,109  1,935,224 

負債・純資産合計   3,396,493  2,929,552 
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(2）【損益計算書】 

                        （単位：千円） 

 
 
 

前事業年度 
（自2018年 1月 1日 

  至2018年12月31日） 

当事業年度 
（自2019年 1月 1日 

  至2019年12月31日） 

営業収益      

委託者報酬   577,910  411,353 

投資助言報酬   63,200  36,551 

運用受託報酬   2,415,604  1,090,402 

その他営業収益  ＊１ 421,033 ＊１ 321,455 

営業収益計   3,477,748  1,859,762 

      

営業費用      

支払手数料   203,589  157,928 

広告宣伝費   52,040  69,969 

公告費   2,002  2,159 

調査費   13,108  28,141 

委託調査費   125,579  61,861 

委託計算費   97,641  96,744 

通信費   5,805  5,678 

印刷費   9,994  6,877 

協会費   5,579  15,621 

営業費用計   515,342  444,983 

      

一般管理費      

役員報酬   130,901  115,818 

給料・手当   580,743  693,611 

賞与   30,465  40,420 

交際費   5,902  3,521 

寄付金   3,400  2,900 

旅費交通費   39,726  32,803 

租税公課   34,558  18,558 

不動産賃借料   107,993  97,781 

退職給付費用   58,806  59,942 

役員退職給付費用   495  165 

役員退職慰労引当金繰入   2,927  612 

賞与引当金繰入   167,522  265,014 

固定資産減価償却費   58,660  33,939 

事務委託費  ＊２ 483,916 ＊２ 473,527 

諸経費   258,731  337,655 

一般管理費計   1,964,750  2,176,271 

営業利益又は営業損失（△）   997,656  △761,492 
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前事業年度 
（自2018年 1月 1日 

  至2018年12月31日） 

当事業年度 
（自2019年 1月 1日 

  至2019年12月31日） 

営業外収益      

受取利息   13  18 

その他   120  3,871 

  営業外収益計   133  3,890 

      

営業外費用      

固定資産除却損   4,289  0 

為替差損   18,070  24,435 

営業外費用計   22,359  24,435 

経常利益又は経常損失（△）   975,430  △782,037 

      

特別損失      

役員退職慰労金   75,962  - 

抱合せ株式消滅差損   -  73,242 

特別損失計   75,962  73,242 

税引前当期純利益又は税引前当期
純損失（△） 

  899,467  △855,279 

法人税、住民税及び事業税   107,174  2,612 

法人税等還付税額   -  △3,802 

法人税等調整額   △567,795  567,795 

法人税等合計   △460,620  566,605 

当期純利益又は当期純損失（△）   1,360,087  △1,421,885 
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(3) 【株主資本等変動計算書】  

 

前事業年度 
（自2018年 1月 1日 至2018年12月31日） 

 （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金

 

資本剰余金合計 

当期首残高 4,090,400 1,847,936 57,001 1,904,938 

当期変動額  
   

無償減資 △3,600,400 △1,240,914 △57,001 △1,297,916 

当期純利益 －

 

－

 

－

 

－

 
当期変動額合計 △3,600,400 △1,240,914 △57,001 △1,297,916 

当期末残高 490,000 607,021 －

 
607,021 

 

 

項目 

株主資本 
 

純資産合計 
 

利益剰余金 

株主資本合計 
 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 △4,898,316 △4,898,316 1,097,021 1,097,021 

当期変動額     

 無償減資 4,898,316 4,898,316 －

 

－

 

当期純利益   1,360,087   1,360,087   1,360,087   1,360,087 

当期変動額合計 
6,258,404

 

6,258,404

 

  1,360,087   1,360,087 

当期末残高 1,360,087 1,360,087 2,457,109 2,457,109 
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当事業年度 
（自2019年 1月 1日 至2019年12月31日） 

 （単位：千円）

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

項目 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金

 

資本剰余金合計 

当期首残高 490,000 607,021 －

 
607,021 

当期変動額 
 

   

新株の発行 450,000 450,000 － 450,000 

当期純損失（△） －

 

－

 

－

 

－

 
当期変動額合計 450,000 450,000 － 450,000 

当期末残高 940,000 1,057,021 －

 
1,057,021 

 

 

項目 

株主資本 

純資産合計 
利益剰余金 

株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 1,360,087 1,360,087 2,457,109 2,457,109 

当期変動額     

 新株の発行 － － 900,000

 

900,000

 

当期純損失（△）   △1,421,885 △1,421,885 △1,421,885 △1,421,885  

当期変動額合計   △1,421,885 △1,421,885   △521,885   △521,885 

当期末残高 △61,797 △61,797 1,935,224 1,935,224 
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重要な会計方針 

 

１．固定資産の減価償却の方法 

 

（1）有形固定資産 

    定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   器具備品      ３～１８年 

建物附属設備  １５年 

 

２．引当金の計上基準 

 

（1）賞与引当金 

賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。 

 

（2）退職給付引当金 

従業員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の事業年度に一括して費用処理することとしております。 

 

  (3) 役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

  (4) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

 

４．その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の処理方法  

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

 

表示方法の変更 

  

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月

16 日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分

に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。 

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」

253,338 千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」567,795 千円に含めて表示

しております。 
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注記事項 

 

（貸借対照表関係） 

 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 

  
前事業年度 

 

   当事業年度 

  
（2018 年 12 月 31 日） 

 

（2019 年 12 月 31 日） 

有形固定資産の減価償却累計額 
 

 64,244 千円 

 

98,183 千円 

 

＊２ 関係会社項目 

  
前事業年度 当事業年度 

  
（2018 年 12 月 31 日） （2019 年 12月 31 日） 

営業取引による未払分    

 未払費用 
 

33,270 千円 29,017 千円 

 その他未払金  15,921 千円 - 千円 

 

 

（損益計算書関係） 

 

＊１ その他営業収益 

  その他営業収益には、金融商品取引法第 35 条第 1項に規定されている付随業務として、関係 

  会社等とのリエゾン業務に係る収益が主に計上されております。 

  

＊２ 関係会社との取引高 

 

  
前事業年度 

 

   当事業年度 

  

（自 2018年  1 月 1 日 

 至 2018年 12月 31日） 

 

（自 2019年  1 月  1 日 

  至 2019 年 12 月 31 日） 

営業取引による取引高 

事務委託費  

  

227,025 千円 

 

 

215,168 千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 

前事業年度（自 2018年 1 月 1日 至 2018年 12月 31日） 

 

1. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首株式数（株） 増加（株） 減少（株） 当事業年度末株式数（株） 

普通株式 308,167 - - 308,167 

  

2. 自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

3. 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4. 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2019年 1 月 1日 至 2019年 12月 31日） 

 

1. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首株式数（株） 増加（株） 減少（株） 当事業年度末株式数（株） 

普通株式 308,167 1 - 308,168 

 

2. 自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

3. 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4. 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

２. 借入金の主な借入先および借入金額 

  該当事項はありません。 

 

３. 保有する有価証券の状況の取得価格、時価および評価損益 

  該当事項はありません。 

 

４. デリバティブ取引の契約価格、時価および評価損益 

  該当事項はありません。 

 

５. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 

 

2018 年 12月期（自 2018年 1 月 1日 至 2018年 12 月 31日） 

当社の財務諸表について、金融商品取引法第 193 条の 2 第１項の規定に基づき、また、会社法第条

436 第 2 項第 1 号の規定に基づき、有限責任あずさ監査法人による監査を受け、適正意見の監査報
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告書を受領しております。 

 

2019 年 12月期（自 2019年 1 月 1日 至 2019年 12 月 31日） 

当社の財務諸表について、金融商品取引法第 193 条の 2 第１項の規定に基づき、また、会社法第条

436 第 2 項第 1 号の規定に基づき、有限責任あずさ監査法人による監査を受け、適正意見の監査報

告書を受領しております。 

 

 

IV 管理の状況 

 

１． 内部管理の状況の概要 

 

当社は、関係法令・諸規則等を遵守することはもとより、投資運用財産の受託者として自らの責任に

おいて、運用パフォーマンスの結果のみならず、特に運用に係るリスクを的確に把握・管理し、様々

な損失の危険に対して、危険の大小・発生可能性に応じ、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応

を行うことを目的として、リスク･マネジメント･ポリシーを策定しています。各種のリスクは、一義

的には各業務所管部署において把握、管理されることが要諦ですが、リスク毎に、所管部署から独立

した機関(各種委員会等)等によるリスクの測定・モニタリング・管理を基本とする相互牽制的な管理

体制を構築しています。また、当社のリスク管理態勢の実効性を確保・検証することを目的として、

内部監査については、その公正性・客観性を確保すべく、全ての部署から組織的にも独立しているグ

ループのインターナル・オーディット部門をして、主に各部署の内部管理･内部統制等の状況の適正

性・有効性に係る内部監査を実施させている他、業務執行部門から独立している当社のコンプライア

ンス部が各業務･各部署における法令等遵守状況についてのモニタリング等を実施しています。 

 

リスク管理を含めた運用管理 

当社は、信託財産及び契約資産に係る運用方針等、ポートフォリオの時価評価に関する事項及び運用

リスクに関する事項等について審議し、必要に応じて取るべき対応策を審議・決定するために投資委

員会を設置しています。同委員会は、原則月１回開催し、構成員（代表取締役社長、チーフ・オペレ

ーティング・オフィサー、運用部長、不動産投資運用部長またはそれ等の代理）は、運用リスクその

他について積極的に審議・決定を行っています｡本委員会には、上記構成員ではありませんが、業務部

長、コンプライアンス部長等、および議長が必要と認めた者をオブザーバーとしていつでも出席させ

ることが出来る体制を敷いており、当該出席者も議論に参加すると共に、毎月、監査役も出席し、そ

の取組み状況についてモニタリングを行っています。 

 

情報管理 

当社の業務を支え、経営者や顧客に適時に正確な情報を提供し且つ競争上の優位を維持するために、

情報および情報技術を内部および外部の脅威から守り、それらの持つ機密性・完全性・有効性を確保

することを目的として、インフォメーション・セキュリティ･ポリシー等を定めています。通常の業務

の中で作成、処理、保存、または伝送された情報は全てこのポリシー等に従って管理を行っています。 

 

 

Ⅴ 連結子会社等の状況 

  該当事項はありません。 

 


