
業務及び財産の状況に関する説明書　   

平成29年12月期　　

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

この説明書は、金融商品取引法第46条の4の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるところにより公表するために作成したものです。



I  当社の概況及び組織に関する事項

１．　商号 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

２．　登録年月日 平成１９年９月３０日
　　　（登録番号） （関東財務局長　（金商）　第325号）
　　　変更登録年月日 平成２０年１月２８日

３．　沿革及び経営の組織 　 　

（1）　会社の沿革 　

年　月
　　平成８年２月６日

　　平成１４年４月１日

　　平成１９年９月３０日

　　平成２０年１月２８日 変更登録　第一種金融商品取引業を追加。

　　平成２０年３月３日 第一種金融商品取引業開始。

（２）　経営の組織

なお、平成30年4月4日より営業本部内に戦略顧客サービス部を新設、戦略マーケティング部及び商品開発部を営業本部に移管、

人事部及びビジネスアドミニストレーション部を管理本部に移管、投信営業部の英語名称をRetail Salesに変更しています。

４．　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　

持株数

6,400

５．　役員の氏名
役職名

代表取締役社長 桐　谷　　重　毅
専務取締役 小　林　　悦　子　

取締役 山　田　　俊　一
取締役（非常勤） ギャレス・ダブリュー・ベーター

監査役 前　田　　洋
　　　　　　　　　　　　以上５名　

沿　　革
平成８年２月６日、ゴールドマン・サックス・グループの資産運用を担うゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメントのグループ企業として「ゴールドマン・サックス投信」設立。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドと統合、「ゴールドマン・
サックス・アセット・マネジメント株式会社」として新発足、現在に至る。

金融商品取引法施行に伴うみなし登録。
金融商品取引業者　（投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業）。

氏名又は名称 議決権の数の割合

100%
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホー
ルディングス・エルエルシー

氏　　　名

HCM  is outsourced to Goldman Sachs 
Japan Holdings which provides such 
service to all major Goldman Sachs 
entities located in Japan. 
上記の他、人事については、本邦所在の
ゴールドマン･サックス関連会社にサービ
スを提供しているゴールドマン・サック
ス・ジャパン・ホールディングス有限会社
に委託しています。 



６．　政令で定める使用人の氏名

（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
役職名

コンプライアンス部長 吉　部　　恵　美
　　　　　　　　　　　　以上１名　

（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

小　松　　高　広

内　山　　雅　浩

小　菅　　一　郎

深　沢　　裕　香

衣　畑　　秀　樹

内　川　　泰　子

荒　木　　美　季

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 渡　部　　晃　嘉

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 井　上　　 郁　子

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 斎　藤　　岳　

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 中　満　　剛　

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 小　野　塚　　惠　美

鵜　飼　　哲　也

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 土　田　　逸　朗

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 耳　塚　　敦　子

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 小　松　崎 　哲　也

河　野　　公　泰

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 中　嶋　　朋　喜

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 長　谷　　江　里　子 

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 浦　田　　歩 

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ ジョン・ファヒー

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 清　水　　大　明

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 諸　富　　芳　徳

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 李　　博

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 新　井　　健　太

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 矢　部　　努

金　崎　　博　一

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 岡　野　　大

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ スティーブ・リー

関　　綾　香

林　　隆　啓   

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 岩　澤　　一　史   

岩　本　   憲　久   

松 原   貢

ハン・ドンフン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 向 井　　恵 里 子

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｱﾅﾘｽﾄ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

ﾄﾚｰﾀﾞｰ、ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

蛭　川　　晃

氏　　　名

氏　　　名

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

ﾄﾚｰﾀﾞｰ、ｳﾞｧｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

役職名

ワン・シャンシャン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ



田中　裕二郎

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 衣笠 紗綾

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 三橋 紘之

石垣 直樹

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 落合　伸彦

石川　克博

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 橋本　祐樹

村上 巨樹

手塚奈津子

加藤啓介

なお、平成３０年1月1日から当該「業務及び財産の状況に関する説明書」作成日である同年４月２７日までの変更については記載しておりません。

７．　業務の種別　
（１）　第一種金融商品取引業：金融商品取引法第28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務
（２）　第二種金融商品取引業  
（３）　投資助言・代理業
（４）　投資運用業

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

本　店 東京都港区六本木六丁目１０番１号六本木ヒルズ森タワー

９.　他に行っている事業の種類

１０.　金融商品取引業等に関する内閣府令第７条第3号から第9号に掲げる事項のうち行っている業務

（１）　有価証券関連業

１１.　苦情処理及び紛争解決の体制

  当社では、次に掲げる業務の種別ごとに、以下の苦情処理及び紛争解決の体制を講じております。
・特定第一種金融商品取引業務　

・特定第二種金融商品取引業務

・特定投資助言・代理業務 

・特定投資運用業務 

　　該当ございません。

　　・日本投資者保護基金

関係会社の外国投信等について販売会社の獲得に関する業務およびかかる販売会社に対するサービスに関する業務、宅地建物取引業
第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条第1号に規定する宅地もしくは建物の賃貸に係る業務、不動産に係る投資に関し助言を
行う業務、投資信託及び投資法人に関する法律第223条の3第1項に規定する特定投資運用行為、貸金業法第2条第1項に規定する貸金
業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務（但し、金銭の貸借に係る事務処理の代理の業務の為）

所　　　　　在　　　　　地

以上48名　

　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(以下「FINMAC」という。)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

１３.　会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号

１４.　加入する投資者保護基金の名称

　FINMAC（一般社団法人第二種金融商品取引業協会及び一般社団法人投資信託協会からの委託）を利用する措置等

　FINMAC（一般社団法人日本投資顧問業協会からの委託）を利用する措置

　FINMAC（一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会からの委託）を利用する措置

１２.　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の名称

① 加入する金融商品取引業協会
　　・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
　　・一般社団法人日本投資顧問業協会
　　・一般社団法人投資信託協会

② 対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
　　該当ございません。

（２）　不動産関連特定投資運用業

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

なお、平成30年3月15日より、「顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務」を開始しております。

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ｳﾞｧｲｽ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ



II  業務の状況に関する事項

１．　当期の業務の概要

（１）経済および市況の概況

（２）収益の状況 

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）
平成２７年１２月期
                   （注）

平成２８年１２月期 平成２９年１２月期

資本金 490                   490                   490                   

発行済株式総数 6,400株 6,400株 6,400株

営業収益 23,101               27,738               33,294               

受入手数料 23,101               27,738               33,294               

委託手数料 -                   -                   -                   

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 -                   -                   -                   

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い手数料 -                   -                   -                   

その他の受入手数料 23,101               27,738               33,294               

トレーディング損益 -                   -                   -                   

株券等 -                   -                   -                   

債券等 -                   -                   -                   

その他 -                   -                   -                   

純営業収益 23,101               27,738               33,294               

経常損益 4,162                 2,493                 4,737                 

当期純損益 2,677                 1,180                 2,952                 

（２）有価証券引受・売買等の状況

有価証券引受高、売出高及び募集、売出し、私募又は特定投資家向け売り付け勧誘等の取扱高
(単位：百万円)

受益証券  

その他

当期の投資信託業界は、公募投資信託の純資産残高が平成28年12月末の96.6兆円から平成29年12月末の97.4兆円(+1%)にな
りました。
欧州やアジア等での地政学リスクの高まりにより、市場のボラティリティーが上昇する局面はありましたが、世界的な経済成長を
受けて株式市場は堅調に推移しました。一部利益確定の動きもあったため、業界全体の純資産残高はほぼ横ばいという結果に
なりました。
アセットクラスとしては、グローバル株式や為替ヘッジ付グローバル債券へ資金流入が多く見られ、日本株式やリートは資金流
出となりました。
当社においては、グローバル株式や日本株式等においてビッグデータを活用した計量アプローチの株式ファンドを新しく設定し、
既存ファンドではテクノロジー株式、マルチアセットのファンド等の残高拡大が進みました。

当期の投資顧問業界は、契約資産が平成28年末の213.8兆円に対して平成29年9月末で228.5兆円(+7%)と増加しております。主
に株式市場が上昇傾向にあることから、年金基金の運用成果も堅調に推移しました。
当社は、年金や金融機関を中心とするお客様に、ポートフォリオ特性の向上に資するような資産クラスや運用戦略のご提案を行
い、顧客へのソリューション提供に取り組んでおります。クレジット投資戦略やオルタナティブ投資分野、マルチ・アセット戦略でも
受託が増加しました。

当期の営業利益、当期純利益はそれぞれ、49億円（前期比16億円増）、30億円（前期比18億円増）計上いたしました。

（注）当社は平成27年度より、決算日を12月31日に変更しております。そのため、経過期間となる平成27年12月期は、平成27年4月1日から平成27年12月31
日までの9か月となっております。

-

平成２９年１２月期

-

平成２８年１２月期

私募の取扱高

10,618

私募の取扱高

306,027

平成２７年１２月期

私募の取扱高

138,100

当期の純営業収益は、前期より55億円増加して332億円となりました。また、販売費・一般管理費は39億円増加して283億円とな
り、その結果、営業損益は49億円、経常損益は47億円となりました。

-



　
（３）その他業務の状況

特記事項はございません。

（４）自己資本規制比率の状況
（単位：百万円）

平成27年12月期 平成28年12月期 平成29年12月期

292.4% 279.5% 348.9%

11,893               11,382               14,385               

4,067                 4,071                 4,122                 

39                     38                     25                     

1,101                 1,168                 1,360                 

2,927                 2,864                 2,736                 

（５）使用人の総数及び外務員の総数

平成27年12月期 平成28年12月期 平成29年12月期

369人 353人 510人

13人 16人 12人

なお、使用人兼務役員は使用人数に含めておりません。

平成29年6 月1 日付で当社国内関係会社との使用人の兼職範囲を拡大しております。

市場リスク相当額

リスク相当額（B)

自己資本規制比率　（A/B×100)

固定化されていない自己資本（A)

使　　用　　人

（うち外務員）

区分

取引先リスク相当額

基礎的リスク相当額



Ⅲ　財産の状況に関する事項

１． 経理の状況

(1) 貸借対照表 （単位：百万円）

平成28年
12月31日

平成29年
12月31日

平成28年
12月31日

平成29年
12月31日

流動資産 流動負債

現金及び預金 11,862 11,496 預り金 166 387

有価証券 6,299 6,699 前受収益 0 -

預託金 0 10 未払金 470 2,494

立替金 - 1 未払費用 10,304 3,177

前払費用 1 72 未払法人税等 - 1,279

未収入金 1,296       - その他の流動負債 - 155

未収収益 3,827 4,649 流動負債計 10,941 7,495

繰延税金資産 1,106 842

流動資産計 24,395 23,773

固定負債

固定資産 長期借入金 3,000       3,000

無形固定資産 - 111 長期未払費用 2,069 1,696

投資その他の資産 1,284 1,049 退職給付引当金 - 112

固定資産計 1,284 1,160 固定負債計 5,069 4,808

負債合計 16,011 12,304

純資産の部

資本金 490 490

資本剰余金 390 390

利益剰余金 8,725 11,678

株主資本合計 9,605 12,558

その他有価証券評価差額金 62 70

評価・換算差額等合計 62 70

純資産合計 9,668 12,628

資産合計 25,679 24,933 負債・純資産合計 25,679 24,933



(2) 損益計算書

（単位：百万円）

平成28年1月1日から 平成29年1月1日から

平成28年12月31日まで 平成29年12月31日まで

営業収益

 受入手数料 27,738 33,294

トレーディング損益 -                                       -                                       

金融収益 -                                       -                                       

営業収益計 27,738 33,294

金融費用 -                                       -                                       

純営業収益 27,738 33,294

販売費・一般管理費 24,467 28,381

 営業利益 3,271 4,912

営業外損益

 営業外収益 40 75

 営業外費用 818 250

 経常利益 2,493 4,737

 税引前当期純利益 2,493 4,737

 法人税、住民税及び事業税 24 1,154

法人税等調整額 1,287 629

当期純利益 1,180 2,952



(3) 株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

評価・
換算差額等

資本剰余金 利益剰余金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成28年1月1日残高 490 390 13,545 14,425 49 14,474

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △ 6,000 △ 6,000 △ 6,000

当期純利益 1,180 1,180 1,180

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額） 13 13

事業年度中の変動額合計 -                    -                    △ 4,819 △ 4,819 13 △ 4,806

平成28年12月31日残高 490 390 8,725 9,605 62 9,668

（単位：百万円）

評価・
換算差額等

資本剰余金 利益剰余金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成29年1月1日残高 490 390 8,725 9,605 62 9,668

事業年度中の変動額

当期純利益 2,952 2,952 2,952

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額） 7 7

事業年度中の変動額合計 -                    -                    2,952 2,952 7 2,960

平成29年12月31日残高 490 390 11,678 12,558 70 12,628

株主資本等変動計算書
（自平成29年1月1日　至平成29年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金資本準備金

株主資本等変動計算書
（自平成28年1月1日　至平成28年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金資本準備金



注記事項

1. 重要な会計方針 1. 重要な会計方針

1) 有価証券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

その他有価証券     その他有価証券
・ 時価のあるもの 同左

・ 時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。

2) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

2) 引当金の計上基準  3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金
同左

②　退職給付引当金

②　金融商品取引責任準備金 ③　金融商品取引責任準備金
同左

3) その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 3) その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

① 株式従業員報酬の会計処理方法 ① 株式従業員報酬の会計処理方法

② 消費税等の会計処理 ② 消費税等の会計処理
同左

2．会計方針の変更

該当事項はございません。 同左該当事項はございません。

3. 貸借対照表に関する注記 3. 貸借対照表に関する注記

1) 関係会社項目 1) 関係会社項目
関係会社との取引 関係会社との取引

固定負債 固定負債
長期借入金 3,000 百万円 長期借入金 3,000 百万円

2．会計方針の変更

平成28年12月期 平成29年12月期

時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価（移動平均法によ
る原価法）ないし償却原価との評価差額については全部純資
産直入法によっております。

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
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

無形固定資産は、定額法により償却しております。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(3
年)に基づく定額法によっております。

当社は確定拠出年金制度（DC）とキャッシュ・バランス型の年
金制度（CB）の２本立てからなる退職年金制度を採用しており
ます。また、当該CBには、一定の利回りを保証しており、これ
の将来の支払いに備えるため、確定給付型の会計基準に準じ
た会計処理方法により、引当金を計上しております。数理計算
上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。

金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法
第46条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。

役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サッ
クス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計
基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業
会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計
基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与さ
れた株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわた
り人件費（一般管理費）として処理しております。また、ザ・ゴー
ルドマン・サックス・グループ・インクおよびゴールドマン・サック
ス・ジャパン・ホールディングス有限会社との契約に基づき当社
が負担する、権利付与日以降の株価の変動により発生する損
益については営業外損益として処理しております。

役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サッ
クス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計
基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業
会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計
基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与さ
れた株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわた
り人件費（一般管理費）として処理しております。また、ザ・ゴー
ルドマン・サックス・グループ・インクとの契約に基づき当社が
負担する、権利付与日以降の株価の変動により発生する損益
については営業外損益として処理しております。

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。



4. 損益計算書に関する注記 4. 損益計算書に関する注記

1) 関係会社項目 1) 関係会社項目
関係会社との取引 関係会社との取引

営業収益 6,684 百万円 営業収益 7,246 百万円
販売費・一般管理費 7,328 百万円 販売費・一般管理費 8,947 百万円

営業外費用 68 百万円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

 1) 当事業年度末における発行済株式総数  1) 当事業年度末における発行済株式総数

普通株式 6,400株 普通株式 6,400株

 2) 剰余金の配当に関する事項  2) 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等 該当事項はございません。

平成28年12月13日の臨時株主総会決議による配当
配当金の総額 6,000 百万円
一株あたりの配当金額 937,500 円
基準日 平成28年12月22日

効力発生日 平成28年12月22日



２. 借入金の主要な借入先及び借入金額

（単位：百万円）

借入金額 借入金額

長期借入金 3,000 3,000

３.

（単位：百万円）

取得価額 時　　価 評価損益 取得価額 時　　価 評価損益

流動資産

　株　式 - - - - - -

　債　券 6,299 6,299 - 6,699 6,699 -                 

　その他 - - - - - -

固定資産

　株　式 - - - - - -

　債　券 - - - - - -

　その他 505 595 90 540 641 101

４．

該当事項はございません。

５． 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

IV　管理の状況
１．　内部管理の状況の概要

２．　分別管理の状況

（1）　顧客分別金信託の状況

該当事項はございません。

（２）　有価証券の分別管理の状況
該当事項はございません。

（３）　金融商品取引法第４３条の３の規定に基づく区分管理の状況
該当事項はございません。

V　連結子会社等の状況に関する事項

以　　　上

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)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に該当するものはございません。

取締役会の下に経営委員会を設置し、その下に各委員会を設置しており、リスク検討委員会において、当社の一
切の活動における法令遵守、内部統制、オペレーショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、関連するレピュ
テーション上の問題の管理監督を行っております。また、コンプライアンスや内部監査に関する事項、オペレーショ
ナルリスクの管理等、業務・運営管理にかかる重要事項についても検討を行い、法令等遵守および内部管理体制
の確立および充実強化を図っております。当該委員会の下、利益相反行為等を防止するための情報管理の徹底、
禁止行為の周知等、業務間の弊害防止のための体制も整備しております。

平成28年12月期 平成29年12月期
借入先 借入先

ザ・ゴールドマン・サックス・
グループ・インク

ザ・ゴールドマン・サックス・
グループ・インク

保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の取得価額、
時価及び評価損益

平成28年12月期 平成29年12月期

デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の契約価額、時価及び評価損益

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、PｗCあらた有限責任監査法人の
監査を受け、適正意見の監査報告書を受領しております。


