
別紙様式第 21‐②号 

2020年 11月 11日 

一般社団法人 投 資 信 託 協 会 

会 長  松 谷 博 司 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   平井 治子  

正会員の財務状況等に関する変更届出書 

貴協会の定款の施行に関する規則第 10条第１項第 18号イの規定に基づき、2020年 6月 25日

付で提出した正会員の財務状況等に関する届出書について、2020年 10月 6日付で当社が運用す

る投資信託の純資産額の合計額に 30％以上の増減があったため、同規則第 10条第１項第 18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

2020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 

最近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。 

 

※上記体制は 2020年 10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

（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）、運用部長、管理部長、投資企画

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および商品サービス部長、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として、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・代理業務および第二種金融商品取引業に係

る業務を行っています。 

2020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 123本（追加型投資信託 34

本、単位型投資信託 89本）であり、純資産の総額は 383,434百万円（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。 

 

（２）監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の 2の規定に基づき、第 19期事業年度（自 2019年 4月 1日 至 2020

年 3月 31日）の財務諸表について、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。 

 



 

独立監査人の監査報告書 
 

2020 年 6 月 8 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 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 中 島 紀 子 ㊞ 

 

監査意見 

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 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの第 19

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。 

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 2020 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

成績を全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。 

 
監査意見の根拠 

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。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

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。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

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。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 
財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入

手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。 
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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い

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。 
 

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 

 

上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

 

 

 

 
 
 
 



注記

番号

※2 870,296 901,427

7,994 9,182

292,312 294,974

4,589 9,404

4,583 4,023

8,859 15,875

流動資産計 1,188,635 1,234,888

27,412 24,824

※1 25,584 23,726

※1 1,827 1,098

54,734 58,661

※2 43,052 43,052

11,681 15,608

固定資産計 82,146 83,485

1,270,782 1,318,374

科目 金額（千円） 金額（千円）

期別
第18期 第19期

（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）

流動資産

預金

前払費用

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

財務諸表

（1）　【貸借対照表】

器具備品

投資その他の資産

差入保証金

繰延税金資産

資産合計

未収収益

立替金

固定資産

有形固定資産

建物

（資産の部）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



注記

番号

213,840 215,466

※2 155,873 161,141

※2 57,967 54,325

11,101 10,444

5,548 6,296

6,139 8,783

43,397 44,496

6,397 6,591

7,027 12,054

流動負債計 293,452 304,132

31,585 32,241

固定負債計　 31,585 32,241

325,038 336,373

495,000 495,000

繰越利益剰余金 450,744 487,000

450,744 487,000

株主資本合計 945,744 982,000

945,744 982,000

1,270,782 1,318,374負債・純資産合計

資本金

利益剰余金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

純資産合計

株主資本

未払法人税等

未払消費税等

賞与引当金

役員賞与引当金

預り金

固定負債

資産除去債務

負債合計

（純資産の部）

未払費用

第18期 第19期

（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）

科目 金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）

流動負債

未払金

未払手数料

その他未払金

期別

 



注記

番号

1,475,819 1,419,246

39,793 46,197

19,432 18,799

営業収益計 1,535,045 1,484,243

※1 788,891 759,224

8,328 7,236

600 600

325 335

186,280 167,930

38,678 44,682

742 770

10,555 11,799

2,317 2,428

11,987 14,318

営業費用計 1,048,709 1,009,326

29,780 28,680

170,272 167,665

4,291 3,352

508 193

43,397 44,496

6,397 6,591

29,133 28,616

181 99

5,850 5,051

10,563 17,095

43,052 43,052

2,455 2,588

（2）　【損益計算書】

期別

第18期 第19期

（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日

    至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）

調査費

　科目 金額（千円） 金額（千円）

営業収益

委託者報酬

運用受託報酬

その他営業収益

営業費用

支払手数料

広告宣伝費

公告費

給料・手当

図書費

調査費

委託計算費

営業雑経費

通信費

印刷費

協会費

その他営業雑経費

一般管理費

給料

役員報酬

賞与

役員賞与

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

退職給付費用

交際費

旅費交通費

租税公課

不動産賃借料

固定資産減価償却費



642 655

71,856 70,553

一般管理費計 418,384 418,691

67,952 56,225

3 2

雑収入 － 0

営業外収益計 3 2

664 358

10 0

営業外費用計 674 358

67,280 55,869

67,280 55,869

※1 23,574 23,540

△418 23,155 △3,926 19,613

44,124 36,256当期純利益

営業利益

営業外収益

受取利息

営業外費用

為替差損

雑損失

経常利益

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

諸経費

資産除去債務利息費用

 



495,000 406,619 406,619 901,619 901,619

44,124 44,124 44,124 44,124

― 44,124 44,124 44,124 44,124

495,000 450,744 450,744 945,744 945,744

第18期(自 2018年4月1日　至 2019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

当期末残高

 繰越利益剰余金

当期首残高

当期変動額

  当期純利益

（3）　【株主資本等変動計算書】

当期変動額合計

 
 

495,000 450,744 450,744 945,744 945,744

36,256 36,256 36,256 36,256

― 36,256 36,256 36,256 36,256

495,000 487,000 487,000 982,000 982,000

第19期(自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

当期変動額合計

当期末残高

当期首残高

当期変動額

  当期純利益

(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

 



〔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 
 

 
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 
 
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。 

 
③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）に

おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への

移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結

納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関す

る取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いによ

り、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28
号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産の額につ

いて、改正前の税法の規定に基づいております。 
 

 

 

〔未適用の会計基準等〕 

 

2020年３月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないものは以

下のとおりであります。 

 

（収益認識に関する会計基準等） 

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会） 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会計

基準委員会） 

 

(1)概要 

「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示につい

て定めることを目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる

収益」（2018年１月１日適用開始）の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実

務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定



められたものであります。 

 

(2)適用予定日 

2022年３月期の期首から適用予定であります。 

 

(3)当該会計基準等の適用による影響 

「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であり

ます。 

 
 

〔注記事項〕 

（貸借対照表関係） 
第 18期 

（2019年 3月 31日現在） 
第 19期 

（2020 年 3月 31日現在） 
 
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 
   建物        22,792千円 
   器具備品      10,582千円 
 
※ 2. 関係会社に対する資産及び負債 

預金        342,820千円 
差入保証金      43,052千円 
未払手数料      86,053千円 
その他未払金（注）  17,843千円 
 
（注）当該金額は、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払う金
額であります。 

 

 
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 
   建物        24,650千円 
   器具備品      11,311千円 
 
※ 2. 関係会社に対する資産及び負債 

預金        154,423千円 
差入保証金      43,052千円 
未払手数料      75,928千円 
その他未払金（注）  17,816 千円 
 
（注）当該金額は、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払う金
額であります。 

 
 
（損益計算書関係） 

第 18期 
（自 2018年 4月 1日 

    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020年 3月 31日） 
 
※ 1.関係会社との取引 
   支払手数料          426,359千円 
   法人税、住民税及び事業税（注）17,843千円 
 

（注）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          348,428千円 
   法人税、住民税及び事業税（注）17,816千円 
 

（注）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。 

 
 

（株主資本等変動計算書関係） 
第 18期 

（自 2018年 4月 1日 
    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020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 18期 

（自 2018年 4月 1日 
    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020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 18 期（自 2018年 4月 1日 至 2019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そのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制 

当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され

ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま

す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産

より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分

別保管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支

払われる未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用

リスクを管理しております。 

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、運転資金の状況を把握することにより流動性リスク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 

 2019 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 870,296 870,296 － 

② 未収委託者報酬 292,312 292,312 － 

③ 未収運用受託報酬 4,589 4,589 － 

④ 差入保証金 43,052 41,758 △1,294 

資産計 1,210,250 1,208,955 △1,294 

① 未払手数料 155,873 155,873 － 

② その他未払金 57,967 57,967 － 

負債計 213,840 213,840 － 

 



（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） 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 期（自 2019年 4月 1日 至 2020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。  

                               １年以内 5年超 

① 預金          870,296 － 

② 未収委託者報酬      292,312 － 

③ 未収運用受託報酬     4,589 － 

④ 差入保証金 － 43,052 

合計 1,167,197 43,052 



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そのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制 

当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され

ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま

す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産

より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分

別保管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支

払われる未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用

リスクを管理しております。 

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、運転資金の状況を把握することにより流動性リスク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 

 2020 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 901,427 901,427 － 

② 未収委託者報酬 294,974 294,974 － 

③ 未収運用受託報酬 9,404 9,404 － 

④ 差入保証金 43,052 41,339 △1,713 

資産計 1,248,858 1,247,145 △1,713 

① 未払手数料 161,141 161,141 － 

② その他未払金 54,325 54,325 － 

負債計 215,466 215,466 － 

 

（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） 

 

 

 

 

 

 

 

（有価証券関係） 
第 18期 

（自 2018年 4月 1日 
    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020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 18期 

（自 2018年 4月 1日 
    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020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。 

 

                               １年以内 5年超 

① 預金          901,427 － 

② 未収委託者報酬      294,974 － 

③ 未収運用受託報酬     9,404 － 

④ 差入保証金 － 43,052 

合計 1,205,806 43,052 



（セグメント情報等） 

第 18期 
（自 2018年 4月 1日 

    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020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） 

 新生・UTI 

ｲﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ 

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） 

ｱﾒﾘｶﾝ･ﾄﾞﾘｰﾑ 

･ﾌｧﾝﾄﾞ 

営業収益 278,815 117,782 98,675 

（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．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） 

 新生・UTI 

ｲﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ 

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） 

ｱﾒﾘｶﾝ･ﾄﾞﾘｰﾑ 

･ﾌｧﾝﾄﾞ 

営業収益 283,972 101,757 94,830 

（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 18期 
（自 2018年 4月 1日 

    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020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

伴う増加額 

時の経過に

よる調整額 
期末残高 

30,943 ― 642 31,585 
 

 
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

伴う増加額 

時の経過に

よる調整額 
期末残高 

31,585 ― 655 32,241 
 

 

（関連当事者情報） 

 

第 18 期 （自 2018年 4月 1日 至 2019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 426,359 
未払手 
数料 86,053 

連結法人税額の

うち連結納税親

会社への支出 
 17,843 

その他 
未払金  17,843 

(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 19 期 （自 2019年 4月 1日 至 2020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 348,428 
未払手 
数料 75,928 

連結法人税額の

うち連結納税親

会社への支出 
 17,816 

その他 
未払金  17,816 

(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） 

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  

    

① 繰延税金資産

税務上の繰越欠損金（注2） 17,805 千円 17,807 千円

未払事業税 1,384 千円 1,458 千円

未払事業所税 264 千円 261 千円

賞与引当金等 15,422 千円 15,658 千円

資産除去債務 9,671 千円 9,872 千円

その他 289 千円 3,575 千円

繰延税金資産小計 44,838 千円 48,633 千円

税務上の繰越欠損金に係る評
価性引当額

△17,805 千円 △17,807 千円

将来減算一時差異等の合計に
係る評価性引当額

△9,947 千円 △10,148 千円

評価性引当額小計（注1） △27,753 千円 △27,955 千円

繰延税金資産合計 17,085 千円 20,677 千円

② 繰延税金負債

建物（除去費用） △5,403 千円 △5,068 千円

繰延税金負債合計 △5,403 千円 △5,068 千円

差引：繰延税金資産の純額 11,681 千円 15,608 千円

第18期

（2019年3月31日）

第19期

（2020年3月31日）

 

（注）1.評価性引当額が 202千円増加しております。この増加の内容は、将来減算一時差異に関する評価性

引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。 

 

2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

第 18 期（2019年 3月 31日） 



（単位：千円）

１年以内
１年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超 合計

税務上の繰越欠損金（a） ― ― ― 8,402 9,402 ― 17,805
評価性引当額 ― ― ― △8,402 △9,402 ― △17,805
繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―  
（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

第 19 期（2020年 3月 31日） 

１年以内
１年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超 合計

税務上の繰越欠損金（b） ― ― 8,403 9,403 ― ― 17,807
評価性引当額 ― ― △8,403 △9,403 ― ― △17,807
繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―  

（b）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

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 30.62 ％ 30.62 ％

住民税均等割 0.43 ％ 0.52 ％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.97 ％ 3.66 ％

評価性引当額の増減 0.29 ％ 0.36 ％

その他 0.11 ％ △0.05 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.42 ％ 35.11 ％

（2019年3月31日） （2020年3月31日）

第18期 第19期

 

 

（退職給付関係） 
第 18期 

（自 2018年 4月 1日 
    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020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 18期 

（自 2018年 4月 1日 
    至 2019年 3月 31日） 

第 19期 
（自 2019年 4月 1日 

    至 2020 年 3月 31日） 
 
1株当たり純資産額       95,529円 72銭 
1株当たり当期純利益       4,457円  3 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       99,191円 95銭 
1株当たり当期純利益       3,662円 23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。 



 

（重要な後発事象） 
第 19 期 

（自 2019年 4月 1日 
    至 2020年 3月 31日） 

 
該当事項はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



公開日    2020年11月12日 

作成基準日  2020年10月6日  

 

本店所在地  東京都中央区日本橋室町2-4-3 

お問い合わせ先   法務コンプライアンス部 
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