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法令及び定款に基づくインターネット開示事項

連　結　注　記　表

個　別　注　記　表

第66期（平成29年４月１日 ～平成30年３月31日）

　法令及び当社の定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブ

サイトに掲載することにより、ご提供しているものであります。

（https://www.fujitomi.co.jp）

表紙
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連　結　注　記　表

当社の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」

（平成18年２月７日　法務省令第13号）の規定のほか「商品先物取引業統一経理基準」（平成５

年３月３日付、社団法人日本商品取引員協会理事会決定）に準拠して作成しております。

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（1）連結の範囲に関する事項

　　①連結子会社の数　　　　　　　　１社

　　②連結子会社の名称　　　　　　　ふくろう少額短期保険㈱

当連結会計年度において、ふくろう少額短期保険㈱を

新たに取得したため、同社を連結の範囲に含めており

ます。

（2）持分法の適用に関する事項

　　①持分法適用の関連会社の数　　　２社

　　②持分法適用の関連会社の名称　　BLUE EARTH㈱、日本ゴルフ倶楽部㈱

当連結会計年度より連結計算書類を作成することとな

ったため、BLUE EARTH㈱及び日本ゴルフ倶楽部㈱を持

分法適用の範囲に含めております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

（4）会計方針に関する事項

　　①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券　　　　　　償却原価法（定額法）

その他有価証券　　　　　　　時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

　なお、保管有価証券は商品先物取引法施行規則第39条

の規定に基づく充用価格によっております。

ロ．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

－ 1 －

連結注記表
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ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品　　　　　　　　　　　　移動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下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品　　　　　　先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

販売用不動産　　　　　　　　個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

仕掛販売用不動産　　　　　　個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

　　②重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）及び平成28年４月１日以

降に取得した建物附属設備並びに器具及び備品のう

ち映像コンテンツ機器については定額法）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　　　　　　　　　　　15～47年

器具及び備品　　　　　　　４～15年

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）に基づく定額法を採

用しております。

　　③重要な引当金及び特別法上の準備金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、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。

商品取引責任準備金　　　　　　商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物

取引法第221条の規定に基づき、同施行規則に定める額を

計上しております。

金融商品取引責任準備金　　　　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の規定に基づき計上しております。

　　④その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る負債の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

ロ．消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

－ 2 －
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

現金及び預金 130,000千円

預託金 5,000千円

投資有価証券 11,925千円

合計 146,925千円

取引銀行との当座貸越契約（当座貸越極度額130,000千円）及び商品先物取引法施行規則

第98条第1項第4号の規定に基づく委託者保護基金による代位弁済委託契約額50,000千円に

対し、上記資産を担保に供しております。

上記物件に対応する債務はありません。

(2) 預託資産

取引証拠金等の代用として㈱日本商品清算機構へ預託しております。

保管有価証券 386,918千円

投資有価証券 101,625千円

合計 488,543千円

(3) 分離保管資産

商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければな

らない保全対象財産額はありません。

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者資産保全措置額は50,000千円でありま

す。

(4) 分別保管資産

金融商品取引法第43条の2の規定に基づき、日証金信託銀行に分別保管しております。

預託金（顧客分別金信託） 10,000千円

(5) 有形固定資産の減価償却累計額 168,254千円

減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。

(6) 商品取引責任準備金

商品取引責任準備金は、商品先物取引法第221条の規定に基づくものであります。

(7) 金融商品取引責任準備金

金融商品取引責任準備金は、金融商品取引法第46条の5の規定に基づくものであります。

３．連結損益計算書に関する注記

期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価

損が売上原価に含まれております。

2,839千円

－ 3 －

連結注記表
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 6,860,000株 －株 －株 6,860,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 235,322株 68株 －株 235,390株

（注）普通株式の自己株式数の増加68株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

平成29年６月29日開催の第65回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 26,498千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 4円

・基準日 平成29年３月31日

・効力発生日 平成29年６月30日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になる

もの

平成30年６月28日開催予定の第66回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 19,873千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 3円

・基準日 平成30年３月31日

・効力発生日 平成30年６月29日

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループの資金運用については、短期の預金及び満期保有目的債券によっておりま

す。

②金融商品の内容とそのリスク

差入保証金は、当社グループの顧客が行っている商品先物取引に係る預り証拠金及び金

融商品取引に係る受入保証金であり、商品先物取引に基づくクリアリング・ハウス及び東

京金融取引所へ預託しております。また、委託者先物取引差金は、当社グループの顧客が

行っている商品先物取引に係る値洗い額であり、預り証拠金により担保されているため、

リスクは非常に低いものであります。

－ 4 －

連結注記表



2018/05/31 15:51:46 / 18422612_株式会社フジトミ_招集通知

デリバティブは、当社グループが自己の計算において行っている商品先物取引であり、

事業目的の範囲内で行い内部管理規程等に基づいてリスク管理を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、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。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

１．現金及び預金 1,008,732 1,008,732 －

２．委託者未収金 44,185 44,185 －

３．売掛金 2,690 2,690 －

４．有価証券 26,931 26,931 －

５．保管有価証券 388,178 586,903 198,725

６．差入保証金 3,409,087 3,409,087 －

７．委託者先物取引差金 541,578 541,578 －

８．預託金 35,000 35,000 －

９．投資有価証券 220,595 220,595 －

10．破産更生債権等 138,410

貸倒引当金 △128,176

破産更生債権等（純額） 10,234 10,234 －

資産計 5,687,212 5,885,937 198,725

１．買掛金 2,674 2,674 －

２．未払金 83,389 83,389 －

３．未払法人税等 8,934 8,934 －

４．預り証拠金 2,414,203 2,612,928 198,725

５．受入保証金 1,821,682 1,821,682 －

負債計 4,330,883 4,529,608 198,725

デリバティブ取引（※） － － －

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については（　）で表示しております。また、差額は連結損益計算書の売

買損益に含めて計上しております。なお、当連結会計年度において、該当事項はありませ

ん。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

現金及び預金、委託者未収金、売掛金、差入保証金及び委託者先物取引差金は、短期

間で決済されるものであるため、また、預託金は、預金と同様の性質を有すると考えら

れるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。有

価証券、保管有価証券及び投資有価証券の時価については、債券は取引証券会社から提

示された価格によっており、株式等は市場価格によっております。

－ 5 －

連結注記表
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破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時

価は決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似し

ているため、当該価額をもって時価としております。

負債

買掛金、未払金、未払法人税等、預り証拠金及び受入保証金は、短期間で決済される

ものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。また、預り証拠金のうち、有価証券等により預託されたものについては、債券は取

引証券会社から提示された価格によっており、株式等は市場価格によっております。

デリバティブ取引

期末残高がないため、該当事項はありません。

２．非上場株式等（連結貸借対照表計上額　36,925千円）は、市場価格がなく、かつ将来

キャッシュ・フローを見積もることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、上表の投資有価証券に含めておりません。関係会社株式（連結貸借対

照表計上額　32,937千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ･フローを

見積もることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから上表に

記載しておりません。長期差入保証金（連結貸借対照表計上額　388,903千円）について

は、返還予定時期等を見積もることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、上表に記載しておりません。

６．賃貸等不動産に関する注記

(1）賃貸等不動産の状況に関する事項

平成30年３月期における賃貸等不動産に関する賃貸損益は賃貸料収入43,029千円、売上原

価15,876千円であります。

(2）賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額 時価

484,525千円 552,546千円

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく

金額、又は適切な市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて自社で算定し

た金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価

額や適切な市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場

合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、当連結会

計年度に新規取得した物件については、時価の変動が軽微であると考えられるため、

連結貸借対照表計上額をもって時価としております。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 379円34銭

(2) １株当たり当期純損失 47円98銭

－ 6 －

連結注記表



2018/05/31 15:51:46 / 18422612_株式会社フジトミ_招集通知

個　別　注　記　表

当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」（平成18年２

月７日　法務省令第13号）の規定のほか「商品先物取引業統一経理基準」（平成５年３月３日付、

社団法人日本商品取引員協会理事会決定）に準拠して作成しております。

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券　　　　　　償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式　総平均法による原価法

その他有価証券　　　　　　　時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

　なお、保管有価証券は商品先物取引法施行規則第39条

の規定に基づく充用価格によっております。

(2) 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

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品　　　　　　　　　　　　移動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下げの方法により算定）

販売用不動産　　　　　　　　個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

仕掛販売用不動産　　　　　　個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）及び平成28年４月１日以

降に取得した建物附属設備並びに器具及び備品のう

ち映像コンテンツ機器については定額法）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　　　　　　　　　　　15～47年

器具及び備品　　　　　　　４～15年

－ 7 －

個別注記表
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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）に基づく定額法を採

用しております。

(5) 引当金及び特別法上の準備金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、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。

退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

商品取引責任準備金　　　　　　商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物

取引法第221条の規定に基づき、同施行規則に定める額を

計上しております。

金融商品取引責任準備金　　　　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の規定に基づき計上しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更に関する注記

　前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取奨励金」

は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

現金及び預金 130,000千円

預託金 5,000千円

投資有価証券 11,925千円

合計 146,925千円

取引銀行との当座貸越契約（当座貸越極度額130,000千円）及び商品先物取引法施行規則

第98条第1項第4号の規定に基づく委託者保護基金による代位弁済委託契約額50,000千円に

対し、上記資産を担保に供しております。

上記物件に対応する債務はありません。
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(2) 預託資産

取引証拠金等の代用として㈱日本商品清算機構へ預託しております。

保管有価証券 386,918千円

投資有価証券 101,625千円

合計 488,543千円

(3) 分離保管資産

商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければな

らない保全対象財産額はありません。

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者資産保全措置額は50,000千円でありま

す。

(4) 分別保管資産

金融商品取引法第43条の2の規定に基づき、日証金信託銀行に分別保管しております。

預託金（顧客分別金信託） 10,000千円

(5) 有形固定資産の減価償却累計額 165,630千円

減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。

(6) 商品取引責任準備金

商品取引責任準備金は、商品先物取引法第221条の規定に基づくものであります。

(7) 金融商品取引責任準備金

金融商品取引責任準備金は、金融商品取引法第46条の5の規定に基づくものであります。

(8) 関係会社に対する金銭債権及び債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 2,571千円

長期金銭債権 19,950千円

４．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業収益 7,913千円

営業費用 39,938千円

営業外収益 1,232千円

(2) 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損

が売上原価に含まれております。

2,839千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当 事 業 年 度 期 首 の 株 式 数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 の 株 式 数

普 通 株 式 235,322株 68株 －株 235,390株

（注）普通株式の自己株式数の増加68株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

貸倒引当金 40,396千円

未払賞与 8,905千円

退職給付引当金 56,579千円

長期未払金 14,511千円

商品取引責任準備金 8,730千円

税務上の繰越欠損金 896,234千円

その他有価証券評価差額金 18,978千円

その他 19,199千円

繰延税金資産小計 1,063,535千円

評価性引当額 △1,063,535千円

繰延税金資産合計 －千円

７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 関連当事者との取引

記載すべき重要なものはありません。

(2) 親会社に関する注記

親会社情報　　株式会社小林洋行（東京証券取引所に上場）

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 377円99銭

(2) １株当たり当期純損失 48円83銭
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