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　 単位：千円

金 額 金 額

（資産の部） （負債の部）

【流動資産】 【 129,789,972 】 　 【流動負債】 【 112,385,887 】

　 現金及び預金 15,680,762 リース債務 65,256

顧客区分管理信託 96,450,000 未払金 282,235

貯蔵品 1,955 未払費用 28,149

前渡金 969 未払法人税等 1,010,258

前払費用 221,565 預り金 14,634

外為取引差金 16,023,565 顧客預り保証金 110,801,220

未収入金 817,571 賞与引当金 88,324

デリバティブ債権 421,318 役員賞与引当金 95,809

預け金 169,185

その他 3,078 【固定負債】 【 198,526 】

リース債務 143,482

【固定資産】 【 1,642,847 】 資産除去債務 10,914

　 （有形固定資産） （ 377,091 ） 長期未払金 44,129

　 建物 　 67,856 　

器具及び備品 35,683 負　債　合　計 112,584,413

リース資産 273,551 （純資産の部）

（無形固定資産） （ 643,816 ） 【株主資本】 【 18,848,406 】

　 ソフトウェア 642,435 資本金 778,500

　 　 電話加入権 1,381 資本剰余金 145,676

（投資その他の資産） （ 621,939 ） 　資本準備金 145,676

関係会社株式 80,000 利益剰余金 17,925,155

　 長期前払費用 386,908 　利益準備金 48,948

敷金保証金 58,344 　その他利益剰余金 17,876,206

繰延税金資産 89,424 繰越利益剰余金 17,876,206

その他 7,262 自己株式 △ 924

純　資　産　合　計 18,848,406

資　産　合　計 131,432,819 131,432,819

貸借対照表
2019年３月31日現在

科 目科 目

負  債　・ 純  資  産  合  計   
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　 単位：千円

【 営業収益 】

外国為替取引損益 8,571,275

その他 15,732 8,587,008

【 営業費用 】

販売費及び一般管理費 4,756,800

営業利益 3,830,207

【 営業外収益 】

受取利息 422

為替差益 51,458

業務受託料 29,400

賃貸料 4,260

回線利用料 14,858

雑収入 493 100,893

【 営業外費用 】

支払利息 2,262

雑損失 112 2,374

経常利益 3,928,725

【 特別損失 】

固定資産除却損 439 439

税引前当期純利益 3,928,286

法人税、住民税及び事業税 1,269,498

法人税等調整額 △ 20,511 1,248,987

当期純利益 2,679,298

損益計算書
自　2018年４月１日　至　2019年３月31日

科　目 金　額
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個別注記表 

 

 

１．継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記  

（１）資産の評価基準及び評価方法  

①有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法  

貯蔵品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算

定）を採用しております。 

 ③デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

 

  （２）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

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。 

建物     10～15年 

器具及び備品 ４～10年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づいております。 

③少額減価償却資産（リース資産を除く） 

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、取得時一括償却を採用しております。 

④リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

⑤長期前払費用  

契約に基づく当該費用の効果の及ぶ期間にわたり、均等償却しております。 

 

（３）引当金の計上基準 

①賞与引当金  

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上し

ております。 

②役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上して

おります。 
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（４）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

①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、期末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。 

②消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税及

び地方消費税は、長期前払費用に計上し５年間で均等償却しております。 

 

３．貸借対照表に関する注記 

  ①担保に供している資産 

金融機関への保証委託（総保証限度額18,000,000千円）に対して以下の資産を担保に供して

おります。 

現金及び預金（定期預金） 3,600,000千円 

顧客区分管理信託 710,134千円 

  ②有形固定資産の減価償却累計額   457,066千円 

③関係会社に対する金銭債権債務 

短期金銭債権 4,803千円 

短期金銭債務 88,093千円 

④当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約及びコミットメ

ントライン契約を締結しております。 

この契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高等は以下のとおりであります。 

当座貸越契約及びコミットメントライン契約の総額 4,000,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 4,000,000千円 

 

４．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

固定資産 

未払事業税               21,076千円 

賞与引当金 31,040千円 

      未払退職慰労金             13,512千円 

       減価償却超過額 27,187千円 

 繰延資産 5,405千円 

      その他 25,278千円 

        計 123,501千円 

 評価性引当額 33,101千円 

繰延税金資産 合計 90,399千円 

     

繰延税金負債 

     固定負債 

  有形固定資産（資産除去費用） 975千円 

繰延税金負債 合計 975千円 

繰延税金資産の純額                   89,424千円 
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５．関連当事者との取引に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

６．１株当たり情報に関する注記 

   １株当たり純資産額       120,290円29銭 

   １株当たり当期純利益        17,099円25銭 

 

７．重要な後発事象に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

以 上 

 


