
平成26 年12月24 日 

 

一般社団法人 投 資 信 託 協 会 

会 長   白 川  真 殿 

 

（商号又は名称）新生インベストメント・マネジメント株式会社 

（代表者）   代表取締役社長 外和 正光      

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第10条第１項第17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１． 委託会社等の概況 

 

(1) 資本金の額等 

平成26年10月末現在の委託会社の資本金の額： 495,000,000円 

委託会社が発行する株式総数： 39,600株 

発行済株式総数： 9,900株 

近５年間における資本金の額の増減： 該当事項なし 

 

(2) 会社の機構 

当社業務執行の基本方針を決定する機関として取締役会は 10 名以内の取締役で構成されます。

取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものと

します。 

取締役会はその決議をもって、代表取締役を選定します。また、取締役会はその決議をもって、

取締役社長１名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締

役各若干名を定めることができます。 

取締役会は、営業の基本方針その他法令もしくは定款の定め、株主総会の決議により付議しな

ければならない事項を評議し、決定します。監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行

います。代表取締役は、当会社を代表し、全般の業務執行について指揮監督し、各部責任者は、

代表取締役の指揮統括のもと、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。 

 

＊委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。 

 

 

 



株主総会

取締役会

社長

監査役

運用商品サービス部

トレーディング室

投資信託部

投資顧問部

投資分析部

管理部

法務コンプライアンス部

運用・商品企画、運用状況報告

目論見書、約款等の作成及び届出

商品に係わる法令等遵守

運用に係る投資判断等

売買執行

オペレーション、届出関連事務

総務、経理、人事、リスク管理

投資顧問、投資一任に関する報告、
実績の分析、管理

投資顧問、投資一任業務の営業及び
企画推進

年金コンサル、マーケティング補助、
翻訳

投資信託の営業推進、

投信販社新規開拓、投信販売支援

コンプライアンス、法令関連

 
 

 

(3) 投資運用の意思決定機構 

投資政策委員会は、社長、取締役（非常勤取締役を除く）、運用商品サービス部長、管理部長、

コンプライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会が選任した者をもって構成し、投資信託の

運用に関わる審議事項については投資信託部長、投資顧問の運用に関わる審議事項については投

資顧問部長がこれに加わります。 

運用商品サービス部は、投資政策委員会で決定された運用の基本方針に基づいた具体的な運用

計画を策定し、これに基づき投資判断を行います。また、それに付随する経済情勢、市場動向に

関する調査、運用リスクおよびポートフォリオの分析等を行います。 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投

資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投

資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 

平成26年10月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計27本（追加型投資信

託22本、単位型投資信託5本）であり、純資産の総額は123,996 百万円（百万円未満切捨）で

す。 

 

 

 

 



３．委託会社等の経理状況 

(1)  財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務

諸表は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）」

（以下「財務諸表等規則」という）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業

等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成されております。 

なお、前事業年度（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）の財務諸表に含まれる

比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成 24 年 9 月 21 日内閣府令第 61 号）附則第 2 条第 2 項により、改正前の財務諸

表等規則に基づいて作成しております。 

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭

和 52 年大蔵省令第 38 号）」（以下「中間財務諸表等規則」という）第 38 条および第 57 条の規

定により、中間財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成され

ております。 

財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。 

 

(2)  監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度（自平成25年

4月1日 至平成26年3月31日）の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監

査を受けております。 

また、第14期事業年度に係る中間会計期間（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）

の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査

法人トーマツによる中間監査を受けております。 



 

独立監査人の監査報告書
 
 

平成２６年６月３日 
 
新生インベストメント・マネジメント株式会社

取 締 役 会 御中 
 
 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
    

業 務 執 行 社 員
公認会計士 岩 本  正 印 

指定有限責任社員
    

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 田 信 之 印 

 
 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日までの第１３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 
 
財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 
 



監査意見 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、新生インベストメント・マネジメント株式会社の平成２６年３月３１日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  

 
                                                 
※ 監査報告書の謄本であり、その原本は当社が別途保管しております。 



財務諸表 

（１）【貸借対照表】 

期別 
第12期 第13期 

（平成25年3月31日現在） （平成26年3月31日現在） 

科目 
注記

金額（千円） 金額（千円） 
番号

（資産の部）        

流動資産   

預金 ※2 802,162  776,003 

前払費用  8,019  10,991 

未収還付法人税等 1,837 1,405

未収委託者報酬  154,065  143,725

未収運用受託報酬  20,874  15,004

未収収益  4,936  4,862

繰延税金資産  347  －

その他 1,065 －

流動資産計  993,308 951,991

固定資産   

有形固定資産  42,084  39,126

建物 ※1 39,925 37,003 

器具備品 ※1 2,158 2,123  

無形固定資産  1,492  － 

ソフトウェア  1,492 －  

投資その他の資産  44,119  44,119

差入保証金 ※2 44,119 44,119  

固定資産計  87,696  83,245 

資産合計  1,081,005  1,035,237 

 

期別 
第12期 第13期 

（平成25年3月31日現在） （平成26年3月31日現在） 

科目 
注記

金額（千円） 金額（千円） 
番号

（負債の部）   

流動負債   

未払金  118,260  108,385 

未払手数料 ※2 83,548 76,364 

その他未払金 ※2 34,711 32,021  

未払費用  9,673  13,371 



未払法人税等  1,187  916 

未払消費税等  3,512  297 

繰延税金負債 － 275

賞与引当金 － 24,374

その他  1,352  4,527 

    流動負債計  133,986 152,148 

固定負債     

資産除去債務 27,922 28,502 

繰延税金負債 8,616 8,236 

    固定負債計   36,539 36,739 

負債合計 170,525 188,887

（純資産の部） 

株主資本   

資本金  495,000  495,000 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  415,479 351,349 

利益剰余金合計  415,479  351,349 

株主資本合計  910,479 846,349 

純資産合計  910,479  846,349 

負債・純資産合計  1,081,005  1,035,237 

（２）【損益計算書】 

期別 

第12期 第13期 

（自 平成24年4月1日 （自 平成25年4月1日 

至 平成25年3月31日） 至 平成26年3月31日） 

 科目 
注記

金額（千円） 金額（千円） 
番号

  営業収益  

  委託者報酬 1,273,039 1,062,730  

  運用受託報酬  99,675 90,517 

  その他営業収益  17,886 19,229  

  営業収益計  1,390,601  1,172,477 

  営業費用   

  支払手数料 ※1 776,619 626,816  

  広告宣伝費  22,432 30,101  

  公告費  600 600  



  調査費   

  図書費  570 428  

  調査費  118,500 141,276  

  委託計算費  17,477 18,075  

  営業雑経費   

  通信費  1,002 860  

  印刷費  17,049 23,487  

  協会費  2,781 2,635  

  その他営業雑経費  8,545 8,861  

  営業費用計  965,579  853,143 

  一般管理費   

  給料   

  役員報酬  19,960 38,960 

  給料・手当  181,197 157,868  

  賞与  28,399 6,170  

賞与引当金繰入額 － 24,374 

  退職給付費用  33,246 28,175  

  交際費  642 179 

  旅費交通費  11,973 8,656  

  租税公課  4,829 3,434 

  不動産賃借料  44,119 44,119  

  固定資産減価償却費  6,104 5,192  

資産除去債務利息費用 567 579  

  諸経費  69,209 65,207  

  一般管理費計   400,250  382,918 

営業利益又は営業損失(△)  24,772  △63,583 

  営業外収益   

  受取利息 ※1 98 101 

為替差益 － 182 

  雑収入   27 28 

  営業外収益計  125  312 

  営業外費用   

  連結納税未収金債務免除損失 ※1 － 850 

雑損失 33 308 

  営業外費用計  33  1,159 

経常利益又は経常損失(△) 24,864 △64,430

特別損失 

固定資産除却損 － 16 



特別損失計  － 16

税引前当期純利益又は 

税引前当期純損失(△) 
 24,864  △64,447 

法人税、住民税及び事業税 ※1 9,043   △560    

法人税等調整額  680 9,723 243  △317 

当期純利益又は当期純損失(△)    15,140  △64,130 

（３）【株主資本等変動計算書】 

第12期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） (単位：千円）

  

株主資本 

純資産合計 
資本金 

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 495,000 400,339 400,339 895,339 895,339 

当期変動額 

当期純利益 ― 15,140 15,140 15,140 15,140 

当期変動額合計 ― 15,140 15,140 15,140 15,140 

当期末残高 495,000 415,479 415,479 910,479 910,479 

第13期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） (単位：千円）

  

株主資本 

純資産合計 
資本金 

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 495,000 415,479 415,479 910,479 910,479 

当期変動額 

当期純損失（△） ― △64,130 △64,130 △64,130 △64,130 

当期変動額合計 ― △64,130 △64,130 △64,130 △64,130 

当期末残高 495,000 351,349 351,349 846,349 846,349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔重要な会計方針〕 

項  目 内   容 

1．固定資産の減価償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．引当金の計上基準 

 

 

 

3．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

 

4．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

①有形固定資産 

定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物  3～38年 

器具備品 4～20年 

②無形固定資産 

定額法によっております。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。 

 

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、支給見込額に基づき当

事業年度負担額を計上しております。 

 

外貨建金銭債権債務は、当事業年度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。 

 

① 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。 

② 連結納税制度の適用 

親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納税制度

を適用しております。 

〔注記事項〕 

（貸借対照表関係） 

第12期 

（平成25年3月31日現在） 

第13期 

（平成26年3月31日現在） 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

建物 8,450千円 

器具備品 12,395千円 

※2. 関係会社に対する資産及び負債 

預金 584,212千円 

差入保証金 44,119千円 

未払手数料 51,095千円 

その他未払金 6,015千円 

当該金額のうち、5,954 千円は、連結法人

税額の当社の個別帰属額であり、連結納税親

会社へ支出すべき金額であります。 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額  

建物 11,373千円

器具備品 11,521千円

※2. 関係会社に対する資産及び負債 

預金 481,379千円 

差入保証金 44,119千円 

未払手数料 47,653千円 
 



（損益計算書関係） 

第12期 

（自 平成24年4月1日  

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

※1．関係会社との取引 

支払手数料  344,465千円

受取利息 98千円

法人税、住民税及び事業税 5,954千円

当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個別帰属額

であり、連結納税親会社へ支払う金額であります。 

※1．関係会社との取引 

支払手数料  329,645千円

受取利息 101千円

連結納税未収金債務免除損失 850千円

法人税、住民税及び事業税 △850千円

当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個別帰属額

でありますが、連結納税親会社と連結法人税の個別帰属額

の授受を行わないため、当該個別帰属額の全額に対し、連

結納税未収金債務免除損失を計上しております。 

（株主資本等変動計算書関係） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

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㈱ 9,900 ― ― 9,900 
 

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㈱ 9,900 ― ― 9,900 
 

（リース取引関係） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

（金融商品関係） 

第12期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 

1．金融商品の状況に対する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これらの事

業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。また、資金

運用については、短期的な預金等に限定しております。 

（2）金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 

当社が保有する金融資産は、主として国内金融機関に対する預金であり、預入先である金融機関の信

用リスクに晒されております。 



未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、計算の対象となるそれぞれのファンドに組み入れられてい

る有価証券等の信用リスク、運用リスク及び市場リスクに晒されており、差入保証金は、預入先である

賃貸人の信用リスクに晒されております。 

また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであり流動

性リスクに晒されております。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク 

当社は、保有する金融資産の預入先である金融機関について、外部格付機関による格付を定期的に確

認することで管理しており、また差入保証金の預入先である賃貸先についても、外部格付機関による格

付を定期的に確認することで管理しております。 

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬については、ファンドの運用に関係する会社の格付け、または

財務状況等の信用リスクを定期的にモニタリングしております。 

②運用リスク 

当社はリスク管理規定に従い、ファンドが組入れる資産配分及び信託約款等の遵守状況をモニタリン

グし、その結果をリスク管理委員会に報告しております。リスク管理委員会がその報告を受けて、ファ

ンドの運用及び管理状況に改善の必要が認められた場合には、運用商品サービス部に対しその改善の指

示を行います。 

③市場リスク 

当社はリスク管理規定に従い、市場リスク（金利リスク、価額変動リスク及び為替リスク）の管理を

行っております。ファンドが参照するベンチマークのボラティリティ等を参考にして、市場リスクのモ

ニタリングを行っており、その結果をリスク管理委員会に報告しております。ファンドの運用及び管理

状況に改善の必要が認められた場合には、運用商品サービス部に対し改善の指示を行います。 

④流動性リスク 

当社は金融負債における未払手数料については、資金繰表によりキャッシュフローを管理しておりま

す。また、その他未払金についても、毎月将来発生する支払金額を集計して資金繰りを管理しておりま

す。 

 

2．金融商品の時価等に関する事項 

（1）貸借対照表計上額、時価及びその差額 

平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 

(単位：千円）

  
貸借対照表  

計上額 
時価 差額 

①預金 802,162 802,162 －

②未収委託者報酬 154,065 154,065 －

③未収運用受託報酬 20,874 20,874 －

④差入保証金 44,119 32,101 △12,017



資産計 1,021,222 1,009,204 △12,017

①未払手数料 83,548 83,548 －

②その他未払金 34,711 34,711 －

負債計 118,260 118,260 －

（2）時価の算定方法 

資 産 

①預金 

保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

②未収委託者報酬 

未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。 

③未収運用受託報酬 

未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。 

④差入保証金 

差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリス

クフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。 

負 債 

①未払手数料 

未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。 

②その他未払金 

その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。 

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。 

（4）金銭債権の決算日後の償還予定額 

 （単位：千円）

 １年以内 5年超 

①預金 802,162 －

②未収委託者報酬 154,065 －

③未収運用受託報酬 20,874 －

④差入保証金 － 44,119

合計 977,102 44,119



 

第13期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 

1．金融商品の状況に対する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これらの事

業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。また、資金運

用については、短期的な預金等に限定しております。 

（2）金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 

当社が保有する金融資産は、主として国内金融機関に対する預金であり、預入先である金融機関の信

用リスクに晒されております。 

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、計算の対象となるそれぞれのファンドに組み入れられてい

る有価証券等の信用リスク、運用リスク及び市場リスクに晒されており、差入保証金は、預入先である賃

貸人の信用リスクに晒されております。 

また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであり流動

性リスクに晒されております。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク 

当社は、保有する金融資産の預入先である金融機関について、外部格付機関による格付を定期的に

確認することで管理しており、また差入保証金の預入先である賃貸先についても、外部格付機関によ

る格付を定期的に確認することで管理しております。 

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬については、ファンドの運用に関係する会社の格付け、また

は財務状況等の信用リスクを定期的にモニタリングしております。 

②運用リスク 

当社はリスク管理規定に従い、ファンドが組入れる資産配分及び信託約款等の遵守状況をモニタリ

ングし、その結果をリスク管理委員会に報告しております。リスク管理委員会がその報告を受けて、

ファンドの運用及び管理状況に改善の必要が認められた場合には、運用商品サービス部に対しその改

善の指示を行います。 

③市場リスク 

当社はリスク管理規定に従い、市場リスク（金利リスク、価額変動リスク及び為替リスク）の管理

を行っております。ファンドが参照するベンチマークのボラティリティ等を参考にして、市場リスク

のモニタリングを行っており、その結果をリスク管理委員会に報告しております。ファンドの運用及

び管理状況に改善の必要が認められた場合には、運用商品サービス部に対し改善の指示を行います。 

④流動性リスク 

当社は金融負債における未払手数料については、資金繰表によりキャッシュフローを管理しており

ます。また、その他未払金についても、毎月将来発生する支払金額を集計して資金繰りを管理してお

ります。 

 



 

2．金融商品の時価等に関する事項 

（1）貸借対照表計上額、時価及びその差額 

平成26年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 

(単位：千円）

  
貸借対照表  

計上額 
時価 差額 

①預金 776,003 776,003 －

②未収委託者報酬 143,725 143,725 －

③未収運用受託報酬 15,004 15,004 －

④差入保証金 44,119 31,930 △12,189

資産計 978,852 966,663 △12,189

①未払手数料 76,364 76,364 －

②その他未払金 32,021 32,021 －

負債計 108,385 108,385 －

（2）時価の算定方法 

資 産 

①預金 

保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

②未収委託者報酬 

未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。 

③未収運用受託報酬 

未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。 

④差入保証金 

差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリス

クフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。 

負 債 

①未払手数料 

未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。 

②その他未払金 

その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。 

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 



金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる

前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。 

（4）金銭債権の決算日後の償還予定額 

 （単位：千円）

 １年以内 5年超 

①預金 776,003 －

②未収委託者報酬 143,725 －

③未収運用受託報酬 15,004 －

④差入保証金 － 44,119

合計 934,733 44,119

 

（有価証券関係） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんの

で、該当事項はありません。 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんの

で、該当事項はありません。 

（セグメント情報等） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

1．セグメント情報 

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、

記載を省略しております。 

2. 関連情報 

（1）サービスごとの情報 

資産運用業区分の外部顧客への営業収益が

損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記

載を省略しております。 

（2）地域ごとの情報 

①営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金

1．セグメント情報 

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、

記載を省略しております。 

2. 関連情報 

（1）サービスごとの情報 

資産運用業区分の外部顧客への営業収益が

損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記

載を省略しております。 

（2）地域ごとの情報 

①営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金



額が損益計算書の営業収益の 90%を超えるた

め、記載を省略しております。 

②有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が

貸借対照表の有形固定資産の金額の 100%であ

るため、記載を省略しております。 

（3）主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

 

エマージング・ 

カレンシー・ 

債券ファンド 

（毎月分配型） 

新生・UTI 

インドファンド 

営業収益 814,061 221,525 

（注） 

当社は、投資信託委託会社として、約款に基

づき投資信託財産から委託者報酬を得ておりま

す。そのため、投資信託からの営業収益につい

ては当該投資信託を顧客として開示しておりま

す。 

額が損益計算書の営業収益の 90%を超えるた

め、記載を省略しております。 

②有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が

貸借対照表の有形固定資産の金額の 100%であ

るため、記載を省略しております。 

（3）主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

 

エマージング・

カレンシー・ 

債券ファンド

（毎月分配型）

新生・UTI 

インドファンド 

アメリカン・ 

ドリーム 

・ファンド 

営業収益 558,849 221,176 109,091 

（注） 

当社は、投資信託委託会社として、約款に基

づき投資信託財産から委託者報酬を得ておりま

す。そのため、投資信託からの営業収益につい

ては当該投資信託を顧客として開示しておりま

す。 

 

（資産除去債務関係） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

1．当該資産除去債務の概要 

当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、

事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を

計上しております。 

2．当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056％

を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

(単位：千円) 

期首残高 
有形固定資産

の取得に伴う

時の経過によ

る調整額 
期末残高

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

1．当該資産除去債務の概要 

当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、

事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を

計上しております。 

2．当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056％

を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

(単位：千円) 

期首残高
有形固定資産

の取得に伴う

時の経過によ

る調整額 
期末残高



増加額 

27,355 ― 567 27,922 
 

増加額 

27,922 ― 579 28,502 

 

（関連当事者情報） 

第12期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 

1．関連当事者との取引 

当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

種類 
会社等の名

称 
所在地 

資本金又は出

資金 

(百万円） 

事業の

内容 

又は職業

議決権等 

の所有 

(被所有）

割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(千円） 
科目

期末 

残高 

(千円）

親会社 
株式会社 

新生銀行 

東京都  

中央区 
512,204 銀行業

(被所有） 

直接所有 

100％ 

営業取引 

役員の兼任

支払手数料 344,465 
未払手

数料
51,095

連結法人税額の 

うち連結納税親 

会社への支出 

5,954 
その他未

払金
5,954

敷金の差入 ― 
差入

保証金
44,119

（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。 

2．親会社に関する注記 

親会社情報 

株式会社新生銀行 （東京証券取引所に上場 ） 

第13期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 

1．関連当事者との取引 

当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

種類 
会社等の名

称 
所在地 

資本金又は出

資金 

(百万円） 

事業の

内容 

又は職業

議決権等 

の所有 

(被所有）

割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(千円） 
科目

期末 

残高 

(千円）

親会社 
株式会社 

新生銀行 

東京都  

中央区 
512,204 銀行業

(被所有） 

直接所有 

100％ 

営業取引 

役員の兼任

支払手数料 329,645 
未払手

数料
47,653

連結法人税額 △850 ― ― 

連結納税未収金債

務免除損失 
850 ― ― 



敷金の差入 ― 
差入

保証金
44,119

（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。 

2．親会社に関する注記 

親会社情報 

株式会社新生銀行 （東京証券取引所に上場 ） 

 

（税効果会計関係） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

1．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 

①流動資産 

未払事業税 396千円

未払事業所税 306千円

繰延税金負債(流動)との相殺 △355千円

小計 347千円

②固定資産 

資産除去債務 9,951千円

その他 382千円

評価性引当額 △10,273千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △61千円

小計 ― 千円

繰延税金資産合計 347千円
 

1．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 

①流動資産 

未払事業税 270千円

未払事業所税 264千円

賞与引当金等 9,974千円

評価性引当額 △10,509千円

小計 ― 千円

②固定資産 

資産除去債務 10,158千円

繰越欠損金 11,600千円

その他 441千円

評価性引当額 △22,199千円

小計 ― 千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債 

①流動負債 

未収事業税 △355千円

繰延税金資産(流動)との相殺 355千円

小計 ― 千円

②固定負債 

建物 (除去費用) △8,677千円

繰延税金負債 

①流動負債 

未収事業税 △275千円

小計 △275千円

②固定負債 

建物 (除去費用) △8,236千円

小計 △8,236千円



繰延税金負債(固定)との相殺 61千円

小計 △8,616千円

繰延税金負債合計 △8,616千円

差引：繰延税金負債の純額 8,269千円
 

繰延税金負債合計 △8,512千円

差引：繰延税金負債の純額 8,512千円
 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記

を省略しております。 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 38.01％

住民税均等割 △0.45％

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 △0.59％

評価性引当額増減 △34.81％

その他 △1.67％

税効果会計適用後の法人税 

等負担額 

0.49％

― 

3．法人税等の税率の変更による繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法の一部を改正する法律（平成26年法律第10号）

が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税が1年前

倒しで廃止されることに伴い、当事業年度は繰延税金負債の

計算に使用した法定実効税率は、支払が見込まれる期間が平

成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までのものは、

38.01％から 35.64％に変更されております。その結果、繰

延税金負債の金額が 44 千円減少し、法人税等調整額の金額

が44千円減少しております。 

 

（退職給付関係） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づい

て親会社に支払った金額を退職給付費用として計上し

ております。 

親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づい

て親会社に支払った金額を退職給付費用として計上し

ております。 

（1株当たり情報） 

第12期 

（自 平成24年4月1日 

至 平成25年3月31日） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 



1株当たり純資産額 91,967円67銭

1株当たり当期純利益 1,529円35銭

（注） 

1．なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。 

2．当期純利益は全て普通株式に帰属するものであり

ます。また、期中平均株式数は議決権総数と同一

であります。 

1株当たり純資産額 85,489円87銭

1株当たり当期純損失 △6,477円79銭

（注） 

1．なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純損失金額

については、潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。 

2．当期純損失は全て普通株式に帰属するものであり

ます。また、期中平均株式数は議決権総数と同一

であります。 

（重要な後発事象） 

第13期 

（自 平成25年4月1日 

至 平成26年3月31日） 

該当事項はありません。 

 



 

独立監査人の中間監査報告書
 
 

平成２６年１２月１２日 
 
新生インベストメント・マネジメント株式会社

取 締 役 会 御中 
 
 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
    

業 務 執 行 社 員
公認会計士 中 島 紀 子 印 

指定有限責任社員
    

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 田 信 之 印 

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の平成２６年４月１日から平成
２７年３月３１日までの第１４期事業年度の中間会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 
 
中間財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。 
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて

監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
 



中間監査意見 
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、新生インベストメント・マネジメント株式会社の平成２６年９月３０日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで）の経営成績に
関する有用な情報を表示しているものと認める。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  
 
 
                                                  
※ 中間監査報告書は謄本であり、その原本は当社が別途保管しております。 

 



 

中間財務諸表 

（1）中間貸借対照表 

期別 
当中間会計期間末 

（平成26年9月30日現在） 

科目 
注記

金額（千円） 
番号

（資産の部）      

  流動資産      

   預金    710,322 

  立替金   854

   前払費用    10,876 

  未収入金   2,219

   未収委託者報酬    217,384 

   未収運用受託報酬    16,768

   未収収益    4,968 

     流動資産計  963,395 

  固定資産      

   有形固定資産    37,486 

    建物 ※1 35,680   

    器具備品 ※1 1,806   

   投資その他の資産    44,119

    差入保証金  44,119   

     固定資産計    81,606

資産合計  1,045,002

 



 

期別 
当中間会計期間末 

（平成26年9月30日現在） 

科目 
注記

金額（千円） 
番号

（負債の部）  

 流動負債  

  未払金  160,329 

   未払手数料  103,878 

   その他未払金  56,450 

  未払費用  9,420 

  未払法人税等  1,036

  未払消費税等  9,123 

  賞与引当金  13,846

  役員賞与引当金  1,800

  預り金  2,833 

  流動負債計    198,390 

 固定負債  

  資産除去債務  28,798

  繰延税金負債  8,041

    固定負債計    36,840

負債合計  235,230 

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金  495,000 

  利益剰余金  

   その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金  314,771

  利益剰余金合計  314,771

    株主資本合計  809,771

純資産合計  809,771 

負債・純資産合計  1,045,002

 



  

（2）中間損益計算書   

期別  

当中間会計期間 

（自 平成26年4月1日 

     至 平成26年9月30日） 

 科目 
注記 

金額（千円） 
番号 

 営業収益       

  委託者報酬   550,916 

  運用受託報酬   39,620 

  その他営業収益   9,635 

    営業収益計   600,172 

 営業費用   

  支払手数料   309,830 

  広告宣伝費   20,754 

  公告費   600 

  調査費   

   図書費   168 

   調査費   93,371 

  委託計算費   9,474

  営業雑経費   

   通信費   391 

   印刷費   10,760 

   協会費   1,200 

   その他営業雑経費   3,989 

    営業費用計   450,541 

 一般管理費   

  給料   

   役員報酬   20,160 

   給料・手当   81,254 

   賞与引当金繰入額  8,962

   役員賞与引当金繰入額  1,800 

  退職給付費用   13,710 

  交際費   275 



  旅費交通費   3,468 

  租税公課   1,465 

  不動産賃借料   22,059 

  固定資産減価償却費 ※1 1,614

  資産除去債務利息費用  295 

  諸経費   31,387

    一般管理費計               186,454 

営業損失（△）   △36,824 

 営業外収益   

  受取利息   37

  雑収入   11

    営業外収益計   48 

 営業外費用       

  為替差損   100

  雑損失   1

    営業外費用計     101

経常損失（△）   △36,877

 特別損失   

  固定資産除却損  24

    特別損失計   24

税引前中間純損失（△）   △36,902

法人税、住民税及び事業税   146

法人税等調整額   △470 △323

中間純損失（△）  △36,578

 



 

 

 

 

（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日） (単位：千円）

  

株主資本 

純資産合計 
資本金 

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 495,000 351,349 351,349 846,349 846,349 

当中間期変動額      

  中間純損失(△) ― △36,578 △36,578 △36,578 △36,578 

当中間期変動額合計   ― △36,578 △36,578 △36,578 △36,578 

当中間期末残高 495,000 314,771  314,771  809,771  809,771 



〔重要な会計方針〕 

項目 

当中間会計期間 

（自 平成26年4月1日 

  至 平成26年9月30日） 

1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 

定率法によっております。なお、主な耐用

年数は以下のとおりであります。 

建物    8～38年 

器具備品  4～20年 

2. 引当金の計上基準 賞与引当金及び役員賞与引当金 

従業員及び役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、事業年度末における支給見

込額に基づき当中間会計期間負担額を計上し

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、当中間会計期間末

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。 

4. その他中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

①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。 

②連結納税制度の適用   

親会社である株式会社新生銀行を連結納税

親会社として、連結納税制度を適用しており

ます。 

 

 

      



 

 

 

〔注記事項〕 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 

（平成26年9月30日現在） 

 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

  建物 12,695 千円 

  器具備品 10,763 千円 

   

  

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 

（自 平成26年4月1日 

  至 平成26年9月30日） 

 ※1. 減価償却実施額 

  有形固定資産 1,614 千円 

   

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間 

（自 平成26年4月1日 

  至 平成26年9月30日） 

 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

  普通株式(株） 9,900  ― ― 9,900  

    

 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。 

  



 

（リース取引関係） 

当中間会計期間 

（自 平成26年4月1日 

  至 平成26年9月30日） 

 該当事項はありません。 

   

  

（金融商品関係） 

当中間会計期間末（平成26年9月30日現在） 

   金融商品の時価等に関する事項 

（1）中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 

 平成26年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。 

(単位：千円） 

  
中間貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

① 預金 710,322 710,322 －

② 未収委託者報酬 217,384 217,384 －

③ 未収運用受託報酬 16,768 16,768 －

④ 差入保証金 44,119 33,278 △10,841

資産計 988,596 977,755 △10,841

① 未払手数料 103,878 103,878 －

② その他未払金 56,450 56,450 －

負債計 160,329 160,329 －

 

（2）時価の算定方法 

資 産 

①預金 

保有している満期のない預金について、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。 

②未収委託者報酬 

未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。 

③未収運用受託報酬 

未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっております。 

④差入保証金 



差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを

対応するリスクフリー･レートで割り引いた現在価値により算定しております。 

負 債 

①未払手数料 

未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。 

②その他未払金 

その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。 

 

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。 

 

（有価証券関係） 

当中間会計期間末 

（平成26年9月30日現在） 

  該当事項はありません。 

     

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間末 

  （平成26年9月30日現在） 

  当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

    

 

（資産除去債務関係） 

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日） 

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの 

      当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減 

                                   (単位：千円) 

期首残高 
有形固定資産の取得に

伴う増加額 
時の経過による調整額 当中間会計期間末残高 

28,502 ― 295 28,798 

 

（セグメント情報等） 

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日） 



1．セグメント情報  

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

2．関連情報  

     （1）サービスごとの情報 

資産運用業区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超える

ため、記載を省略しております。 

     （2）地域ごとの情報 

①営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90％を超える

ため、記載を省略しております。       

②有形固定資産 

       本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の

100％であるため、記載を省略しております。 

（3）主要な顧客ごとの情報 

   （単位：千円）

 ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ｶﾚﾝｼｰ・債券ﾌｧﾝ

ﾄﾞ(毎月分配型) 
新生・ＵＴＩｲﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ ｱﾒﾘｶﾝ･ﾄﾞﾘｰﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ 

営業収益 213,878 123,198 93,438 

      （注） 

当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ておりま

す。そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しておりま

す。 

 

（1株当たり情報） 

当中間会計期間 

（自 平成26年4月1日 

  至 平成26年9月30日） 

 1株当たり純資産額  81,795 円 10 銭 

 1株当たり中間純損失（△） △3,694 円 77 銭 

 （注） 

 
1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失金額については、潜在株式が 

存在しないため、記載しておりません。 

  

 2. １株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

    中間純損失（△） △36,578 千円 

    普通株主に帰属しない金額  ―  

    普通株式に係る中間純損失（△） △36,578 千円 

    期中平均株式数 9,900  株 



   

 

（重要な後発事象） 

当中間会計期間 

（自 平成26年4月1日 

  至 平成26年9月30日） 

 該当事項はありません。 
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