
別紙様式第 21号 

2021年 3月 23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）ブラックロック・ジャパン株式会社 

（代表者） 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸  

 

 

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 

①資本金        3,120百万円 

②発行する株式の総数  36,000株 

③発行済株式の総数   15,000株 

④直近５ヵ年における主な資本金の額の増減 

2017年 12月７日付で、資本金を 2,435百万円から 3,120百万円に増額しました。 

 

(2) 委託会社の機構 

①経営の意思決定機構 

＜株主総会＞ 

株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、

定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。 

 

＜取締役会＞ 

取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。 

 

＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞ 

当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築及び業務運営の推進を目的として、エグ

ゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任

体制の確立を図っています。 



 

②運用の意思決定機構 

投資委員会 

・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議しま

す。 

運用担当部署 

・各運用担当部署では、投資委員会の決定に従い、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プ

ロセスを通して運用を行います。 

ポートフォリオ・マネジャー 

・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を

行います。 

リスク管理 

・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。

具体的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモ

ニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、そ

の結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社

の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。 

 

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、第一種金融商品取引業務および第二種金融商

品取引業務等を行っています。 

委託会社の運用する証券投資信託は2020年12月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。) 

種類 本数 純資産総額 

公募投資信託 追加型株式投資信託 170本 9,603,509百万円 

 単位型株式投資信託 34本 304,920百万円 

合計 204本 9,908,429百万円 

 



 

【委託会社等の経理状況】 

 

１．財務諸表の作成方法について 

 委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成して

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34期事業年度（自2020年1月1日 

至2020年12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。 

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 



 

 

独立監査人の監査報告書 
 

 2021年 2月 26日 

 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

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 山 田  信 之 

 

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」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の 2020 年 1 月 1 日から 2020 年

12 月 31 日までの第 34 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、ブラックロック・ジャパン株式会社の 2020年 12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。 

 

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 

                                                                                           

(注) 上記は、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。 
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(1) 【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

  
第33期  

 (2019年12月31日現在) 
第34期 

(2020年12月31日現在) 

資産の部    

流動資産    

現金・預金  20,388 17,786 

立替金  26 29 

前払費用  175 190 

未収入金 ※２ 9 3 

未収委託者報酬  1,696 1,756 

未収運用受託報酬  2,268 2,166 

未収収益 ※２ 1,327 872 

その他流動資産  0 0 

流動資産計  25,892 22,805 

固定資産    

有形固定資産    

建物附属設備 ※１ 1,240 1,002 

器具備品 ※１ 475 480 

有形固定資産計  1,716 1,482 

無形固定資産    

ソフトウエア  5 6 

無形固定資産計  5 6 

    投資その他の資産    

  投資有価証券  49 142 

長期差入保証金  1,120 1,122 

前払年金費用  800 899 

長期前払費用  45 34 

繰延税金資産  824 888 

投資その他の資産計  2,839 3,088 

固定資産計  4,561 4,577 

資産合計  30,454 27,383 
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(単位：百万円) 

  
第33期  

 (2019年12月31日現在) 
第34期 

(2020年12月31日現在) 

負債の部    

流動負債    

預り金  94 121 

未払金 ※２   

 未払収益分配金  4 4 

 未払償還金  74 74 

 未払手数料  487 444 

 その他未払金  908 1,508 

未払費用 ※２ 653 859 

未払消費税等  117 210 

未払法人税等  363 343 

前受金  97 84 

賞与引当金  2,017 1,987 

役員賞与引当金  139 195 

早期退職慰労引当金  10 - 

流動負債計  4,967 5,835 

固定負債    

退職給付引当金  67 69 

資産除去債務  782 783 

固定負債計  850 853 

 負債合計  5,818 6,688 

    

 純資産の部    

 株主資本    

 資本金  3,120 3,120 

  資本剰余金    

 資本準備金  3,001 3,001 

   その他資本剰余金  3,846 3,846 

    資本剰余金合計  6,847 6,847 

  利益剰余金    

 利益準備金  336 336 

   その他利益剰余金    

 繰越利益剰余金  14,330 10,386 

   利益剰余金合計  14,666 10,723 

  株主資本合計  24,634 20,691 

 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金  1 3 

  評価･換算差額等合計  1 3 

 純資産合計  24,636 20,694 

 負債・純資産合計  30,454 27,383 

 



(2) 【損益計算書】 

(単位：百万円) 

  
第33期  

 (自 2019年1月1日 
至 2019年12月31日) 

第34期 
(自 2020年1月1日 
至 2020年12月31日) 

営業収益    

委託者報酬  5,643 5,605 

運用受託報酬 ※１ 7,545 7,342 

その他営業収益 ※１ 13,290 12,092 

営業収益計  26,480 25,041 

営業費用    

支払手数料  1,632 1,405 

広告宣伝費  167 127 

調査費    

調査費  381 352 

委託調査費 ※１ 3,587 3,346 

調査費計  3,968 3,698 

 委託計算費  82 85 

 営業雑経費    

 通信費  53 64 

 印刷費  82 82 

 諸会費  43 49 

 営業雑経費計  178 195 

営業費用計  6,029 5,512 

一般管理費    

給料    

役員報酬  482 601 

給料・手当  4,441 4,691 

賞与  2,343 2,384 

給料計  7,268 7,678 

退職給付費用  308 331 

福利厚生費  977 1,028 

事務委託費 ※１ 2,339 2,701 

交際費  57 16 

寄付金  2 1 

旅費交通費  233 60 

租税公課  257 246 

不動産賃借料  875 905 

水道光熱費  76 60 

固定資産減価償却費  404 428 

資産除去債務利息費用  0 0 

諸経費  312 390 

一般管理費計  13,114 13,851 

営業利益  7,335 5,677 

 



 (単位：百万円) 

  
第33期  

(自 2019年1月1日 
至 2019年12月31日) 

第34期 
(自 2020年1月1日 
至 2020年12月31日) 

営業外収益    

その他  1 5 

営業外収益計  1 5 

営業外費用    

為替差損  32 20 

固定資産除却損  3 0 

その他  0 - 

営業外費用計  36 20 

経常利益  7,300 5,662 

特別利益    

特別利益計  - - 

特別損失    

特別退職金  36 - 

特別損失計  36 - 

税引前当期純利益  7,263 5,662 

法人税、住民税及び事業税  2,338 1,970 

法人税等調整額  22 △64 

当期純利益  4,902 3,756 

 

 



(3)【株主資本等変動計算書】 

 
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)  

(単位：百万円) 
 株主資本 評価・換算差額等  

 
 

純資産
合計 

 
 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金  
 

株主資本
合計 

 
 

その他有価証
券評価差額金 

 
 

評価・換算 
差額等合計 

 
資本 
準備金 

 

その他資本 

剰余金 
 

 
資本 
剰余金 
合計 

 
利益 
準備金 

 

その他利益 
剰余金 

 
利益剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431 
当期変動額            
 剰余金の配当      △7,700 △7,700 △7,700   △7,700 
 当期純利益      4,902 4,902 4,902   4,902 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

        
1 1 1 

当期変動額合計  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
△2,797 

 
△2,797 

 
△2,797 

 
1 

 
1 

 
△2,795 

2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636 

 
 
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 

(単位：百万円) 
 株主資本 評価・換算差額等  

 
 

純資産
合計 

 
 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金  
 

株主資本
合計 

 
 

その他有価証
券評価差額金 

 
 

評価・換算 
差額等合計 

 
資本 
準備金 

 

その他資本 

剰余金 
 

 
資本 
剰余金 
合計 

 
利益 
準備金 

 

その他利益 
剰余金 

 
利益剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

2020年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636 
当期変動額            
 剰余金の配当      △7,700 △7,700 △7,700   △7,700 
 当期純利益      3,756 3,756 3,756   3,756 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

        
1 1 1 

当期変動額合計  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
△3,943 

 
△3,943 

 
△3,943 

 
1 

 
1 

 
△3,942 

2020年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694 

 



注 記 事 項 

 

【重要な会計方針】 

1.  有価証券の評価基準及び評価方法 

     有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

     決算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）を採用しております。 

 

2.  デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 

      時価法を採用しております。 

  

3.  固定資産の減価償却方法 

(1)  有形固定資産 

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年でありま

す。 

 

(2)  無形固定資産 

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に

よっております。 

 

4.  引当金の計上基準 

(1)  貸倒引当金の計上方法 

債権の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(2)  退職給付引当金の計上方法 

①  旧退職金制度 

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証し

ているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。 

 

②  確定拠出年金制度 

確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。 

 

③  確定給付年金制度 

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り

保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、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。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイ



ント基準によっております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法によ

り費用処理しております。 

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（9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または費用から控除するこ

ととしております。 

 

(3)  賞与引当金の計上方法 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

 

(4)  役員賞与引当金の計上方法 

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

 

(5)  早期退職慰労引当金の計上方法 

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

 

5.  外貨建の資産又は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。 

 

6.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1)  消費税等の処理方法 

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 

親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社   

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、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改

正前の税法の規定に基づいております。 

 

（会計方針の変更） 

（金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更） 

 当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グルー

プ会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」

(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社

の財政状態をより適切に表示できると判断し、当事業年度から相殺表示する方法へ変更しております。 



 前事業年度末の財務諸表等については、当該変更に伴う組替えを行っております。この結果、遡及修正を行う前

と比べて、前事業年度末の未収入金、金銭債権である未収収益、その他未払金及び金銭債務である未払費用が、そ

れぞれ20百万円、505百万円、77百万円及び449百万円減少しています。 

 

（未適用の会計基準等） 

「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） 

「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） 

(1)  概要 

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。 

ステップ１：顧客との契約を識別する。 

ステップ２：契約における履行義務を識別する。 

ステップ３：取引価格を算定する。 

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。 

(2)  適用予定日 

2022年12月期の期首より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 

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。 

 

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日) 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日) 

「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日) 

(1)  概要 

    国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算

定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関する

ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。 

   ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品 

  また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記

事項が定められました。 

(2)  適用予定日 

  2022年12月期の期首より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 

  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。 

 

 

 

 



（貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 前事業年度  当事業年度 

 (2019年12月31日) (2020年12月31日) 

建物附属設備 1,769 百万円 2,010 百万円 

器具備品 1,104 百万円 1,290 百万円 

 

※２ 関係会社に対する資産及び負債 

各科目に含まれているものは次のとおりであります。 

 前事業年度 当事業年度 

 (2019年12月31日) (2020年12月31日) 

未収入金 3 百万円 - 百万円 

未収収益 579 百万円 185 百万円 

その他未払金 894 百万円 1,496 百万円 

未払費用 182 百万円 89 百万円 

 

※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 前事業年度 当事業年度 

 (2019年12月31日) (2020年12月31日) 

当座貸越極度額  1,000 百万円  1,000 百万円 

借入実行残高 － － 

差引額  1,000 百万円  1,000 百万円 

 

 

（損益計算書関係） 

※１ 関係会社に対する営業収益及び営業費用 

各科目に含まれているものは次のとおりであります。 

 前事業年度 当事業年度 

 (自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日 

      至 2019年12月31日）      至 2020年12月31日） 

運用受託報酬  225 百万円  247 百万円 

その他営業収益 5,554 百万円 5,052 百万円 

委託調査費 698 百万円 763 百万円 

事務委託費 954 百万円 851 百万円 



 (株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)  

1.  発行済株式に関する事項 

 前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末 

普通株式（株） 15,000 － － 15,000 

 

2.  自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4.  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2019年3月28日 

株主総会決議 
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日 

 

当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 

1.  発行済株式に関する事項 

 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 15,000 － － 15,000 

 

2.  自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4.  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2020年3月30日 

株主総会決議 
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日 

 



(金融商品関係) 

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 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期

借入に限定しています。 

投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。 

デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的

な取引は行っておりません。 

 

(2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒

されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行

い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。 

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。 

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理して

おります。 

 

2.  金融商品の時価等に関する事項 

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、金額的重要性が低いも

のについては含めておりません。 

 

前事業年度 （2019年12月31日）  

 貸借対照表計上額 時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

(1) 現金・預金 20,388 20,388 － 

(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 － 

(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 － 

(4) 未収収益 1,327 1,327 － 

(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4 

資産計 26,801 26,797 △4 

(1) 未払手数料 487 487 － 

(2) 未払費用 653 653 － 

負債計 1,141 1,141 － 

 



当事業年度 （2020年12月31日） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

(1) 現金・預金 17,786 17,786 － 

(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 － 

(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 － 

(4) 未収収益 872 872 － 

(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1 

資産計 23,704 23,705 1 

(1) 未払手数料 444 444 － 

(2) 未払費用 859 859 － 

負債計 1,304 1,304 － 

(注1)  金融商品の時価の算定方法に関する事項 

資 産 

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益 

これらは短期間で決済されるため、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います。 

 

(5) 長期差入保証金 

事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバ

ンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅

敷金の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレ

ートで割り引いて算定する方法によっています。 

 

負 債 

(1)未払手数料、(2) 未払費用 

これらは短期間で決済されるため、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います。 

 

(注2)  金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（2019年12月31日） 

 1年以内 1年超 5年超 10年超 

  5年以内 10年以内  

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

(1) 現金・預金 20,388 － － － 

(2) 未収委託者報酬 1,696 － － － 

(3) 未収運用受託報酬 2,268 － － － 

(4) 未収収益 1,327 － － － 

(5) 長期差入保証金 － 1,051 57 11 

合計 25,680 1,051 57 11 



当事業年度（2020年12月31日） 

 1年以内 

 

（百万円） 

1年超 

5年以内 

（百万円） 

5年超 

10年以内 

（百万円） 

10年超 

 

（百万円） 

(1) 現金・預金 17,786 － － － 

(2) 未収委託者報酬 1,756 － － － 

(3) 未収運用受託報酬 2,166 － － － 

(4) 未収収益 872 － － － 

合計 22,581 － － － 

 

(有価証券関係) 

前事業年度 (2019年12月31日)  

その他有価証券 

   

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

  （百万円） （百万円） （百万円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

その他 

 投資信託 49 47 1 

合計 49 47 1 

 

 

当事業年度 (2020年12月31日)  

その他有価証券 

   

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

  （百万円） （百万円） （百万円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

その他 

 投資信託 142 138 4 

合計 142 138 4 

 

 



 (退職給付関係) 

前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)  

1.  採用している退職給付制度の概要 

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続

き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラック

ロック・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しま

した。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退

職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①

から③の三つの制度を有しています。 

 

2.  確定給付制度 

(1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

                                                   （単位：百万円） 

 前事業年度 

 (自 2019年1月 1日 

 至 2019年12月31日) 

退職給付債務の期首残高 

 勤務費用 

  利息費用 

1,934 

290 

11 

 数理計算上の差異の発生額 14 

 退職給付の支払額 △204 

  過去勤務費用の発生額 - 

退職給付債務の期末残高 2,047 

 

(2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

                                                   （単位：百万円） 

 前事業年度 

 (自 2019年1月 1日 

 至 2019年12月31日) 

年金資産の期首残高 

 期待運用収益 

 数理計算上の差異の発生額 

2,696 

26 

132 

 事業主からの拠出額 328 

 退職給付の支払額 △204 

年金資産の期末残高 2,979 

 

 

 



 

(3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調

整表 

                                                   （単位：百万円） 

 前事業年度 

 (2019年12月31日) 

積立型制度の退職給付債務 

年金資産 

1,979 

△2,979 

 

非積立型制度の退職給付債務 

△999 

67 

未積立退職給付債務 △931 

未認識数理計算上の差異 157 

未認識過去勤務費用 41 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732 

退職給付引当金 

前払年金費用 

67 

△800 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732 

 

(4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額 

                                                   （単位：百万円） 

 前事業年度 

 (自 2019年1月 1日 

 至 2019年12月31日) 

勤務費用 

利息費用 

290 

11 

期待運用収益 △26 

数理計算上の差異の費用処理額 △33 

過去勤務費用の処理額 △10 

確定給付制度に係る退職給付費用合計 231 

特別退職金 36 

合計 267 

 

 

 

 

 

 

 



 

(5)  年金資産に関する事項 

 ①年金資産の主な内訳 

  年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

                                              前事業年度 

 (2019年12月31日) 

合同運用 100% 

合計 100% 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。 

 

 ②長期期待運用収益率の算定方法 

  年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成 

   する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

 

(6)  数理計算上の計算基礎に関する事項 

 前事業年度 

 (自 2019年1月 1日 

 至 2019年12月31日) 

割引率 

長期期待運用収益率 

0.6% 

1.0% 

 

3.  確定拠出制度 

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円 でありました。 

 

当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 

1.  採用している退職給付制度の概要 

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続

き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラック

ロック・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しま

した。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退

職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①

から③の三つの制度を有しています。 

 

 

 

 

 

 



2.  確定給付制度 

(1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

                                                   （単位：百万円） 

 当事業年度 

 (自 2020年1月 1日 

 至 2020年12月31日) 

退職給付債務の期首残高 

 勤務費用 

  利息費用 

2,047 

297 

11 

 数理計算上の差異の発生額 △82 

 退職給付の支払額 △123 

  過去勤務費用の発生額 - 

退職給付債務の期末残高 2,149 

 

(2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

                                                   （単位：百万円） 

 当事業年度 

 (自 2020年1月 1日 

 至 2020年12月31日) 

年金資産の期首残高 

 期待運用収益 

 数理計算上の差異の発生額 

2,979 

14 

92 

 事業主からの拠出額 350 

 退職給付の支払額 △123 

年金資産の期末残高 3,313 

 

 (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調

整表 

                                                   （単位：百万円） 

 当事業年度 

 (2020年12月31日) 

積立型制度の退職給付債務 

年金資産 

2,080 

△3,313 

 

非積立型制度の退職給付債務 

△1,233 

69 

未積立退職給付債務 △1,163 

未認識数理計算上の差異 296 

未認識過去勤務費用 37 



貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829  

退職給付引当金 

前払年金費用 

69 

△899 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829 

 

(4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額 

                                                   （単位：百万円） 

 当事業年度 

 (自 2020年1月 1日 

 至 2020年12月31日) 

勤務費用 

利息費用 

297 

11 

期待運用収益 △14 

数理計算上の差異の費用処理額 △36 

過去勤務費用の処理額 △4 

確定給付制度に係る退職給付費用合計 252 

特別退職金 - 

合計 252 

 

(5)  年金資産に関する事項 

 ①年金資産の主な内訳 

  年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

                                              当事業年度 

 (2020年12月31日) 

合同運用 100% 

合計 100% 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。 

 

 ②長期期待運用収益率の算定方法 

  年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成 

   する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

 

(6)  数理計算上の計算基礎に関する事項 

 当事業年度 

 (自 2020年1月 1日 

 至 2020年12月31日) 

割引率 

長期期待運用収益率 

1.0% 

0.5% 



3.  確定拠出制度 

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。 

 

(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 

  （単位：百万円）  

 前事業年度 当事業年度 

 (2019年12月31日) (2020年12月31日) 

繰延税金資産   

未払費用 191 215 

賞与引当金 617 608 

資産除去債務 239 239 

未払事業税 72 72 

早期退職慰労引当金 3 - 

退職給付引当金 20 21 

有形固定資産 1 2 

その他 45 94 

繰延税金資産合計 1,191 1,256 

繰延税金負債   

退職給付引当金 △245 △275 

資産除去債務に対応する除去費用 

その他 

△121 

△0 

△90 

△1 

繰延税金負債合計 △366 △367 

繰延税金資産の純額 824 888 

 

（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれ

ております。 

（単位：百万円）  

 前事業年度 当事業年度 

 (2019年12月31日) (2020年12月31日) 

固定資産－繰延税金資産 824 888 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 前事業年度 当事業年度 

 (2019年12月31日) (2020年12月31日) 

法定実効税率 30.6 ％ 30.6 ％ 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9  2.9  

その他 0.0  0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5 ％ 33.7 ％ 

 

(資産除去債務関係) 

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 

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

 

2.  当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

 

3.  当該資産除去債務の総額の増減 

（単位：百万円） 

 前事業年度 当事業年度 

 (自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日 

 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日) 

期首残高 781 782 

時の経過による調整額 0 0 

期末残高 782 783 

 



(デリバティブ取引関係) 

前事業年度 (2019年12月31日)  

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

通貨関連                               （単位：百万円） 

      
区分 種類 契約額等 うち１年超 時価 評価損益 

市場取引以外の

取引 

為替予約取引 

  売建 

   米ドル       79         -         0          0 

  買建 

   英ポンド    

 

 
 0 

 
  -  

 
  0   

 
 0 

合計 79 - 0 0 

                                

 （注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。 

 

当事業年度 (2020年12月31日)  

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

通貨関連                               （単位：百万円） 

      
区分 種類 契約額等 うち１年超 時価 評価損益 

市場取引以外の

取引 

為替予約取引 

 買建     

米ドル 99 - 0 0 

合計 99 - 0 0 

 （注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。 

 

(セグメント情報等) 

前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)  

1.  セグメント情報 

当社は主として投資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)  製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円） 

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計 

外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480 

(2)  地域ごとの情報 

①  売上高 

（単位：百万円） 

日本 北米 その他 合計 

12,538 11,197 2,744 26,480 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

 



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90%を超えるため、記載

を省略しております。 

(3)  主要な顧客ごとの情報 

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

相手先 営業収益 関連するセグメント名 

ブラックロック・ファイナンシャル・ 

マネジメント・インク 
5,779 投資運用業 

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業 

 

3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

該当事項はありません。 

 

4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

当社は主として投資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。 

 

5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

該当事項はありません。 

 

当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 

1.  セグメント情報 

当社は主として投資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)  製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円） 

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計 

外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041 

(2)  地域ごとの情報 

①  売上高 

（単位：百万円） 

日本 北米 その他 合計 

12,247 10,417 2,375 25,041 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

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90%を超えるため、記載



を省略しております。 

(3)  主要な顧客ごとの情報 

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

相手先 営業収益 関連するセグメント名 

ブラックロック・ファイナンシャル・ 

マネジメント・インク 
5,299 投資運用業 

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業 

 

3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

該当事項はありません。 

 

4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

当社は主として投資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。 

 

5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

該当事項はありません。 

 



(関連当事者情報) 

1.  関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日） 

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 
資本金又 

は出資金 

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 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

親会社 

ブラック

ロック・

ファイナ

ンシャ

ル・マネ

ジメン

ト・イン

ク 

米国 

ニュー 

ヨーク州 

73 

百万 

米ドル 

投資 

顧問業 

(被所有) 

間接 

100 

投資顧問 

契約の 

再委任等 

運用 

受託報酬 
225 

未収収益 579 
受入 

手数料 
5,554 

委託 

調査費 
698  

未払費用 

 

 

182 

   
事務 

委託費 
954 

親会社 

ブラック

ロック・

ジャパ

ン・ホー

ルディン

グス合同

会社 

日本 

東京都 

 

1万円 

 

持株会社 

(被所有) 

直接 

100 

株式の 

保有等 
営業外収益 - 

未収入金 3 

その他未払金 894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日） 

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 
資本金又 

は出資金 

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 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

親会社 

ブラック

ロック・

ファイナ

ンシャ

ル・マネ

ジメン

ト・イン

ク 

米国 

ニュー 

ヨーク州 

73 

百万 

米ドル 

投資 

顧問業 

(被所有) 

間接 

100 

投資顧問 

契約の 

再委任等 

運用 

受託報酬 
247 

未収収益 185 
受入 

手数料 
5,052 

委託 

調査費 
763  

未払費用 

  

 

89 

   
事務 

委託費 
851 

親会社 

ブラック

ロック・

ジャパ

ン・ホー

ルディン

グス合同

会社 

日本 

東京都 

 

1万円 

 

持株会社 

(被所有) 

直接 

100 

株式の 

保有等 

連結法人税 

の個別帰属額 
1,496 

 未収入金 - 

その他未払金 1,496 

 

(2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日） 

該当事項はありません。 

  



(3)  財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）  

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 
資本金又 

は出資金 

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 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

同一の 

親会社を 

持つ会社 

ブラック

ロック・

ファン

ド・アド

バイザー

ズ 

米国 

カリフォル 

ニア州 

1,000 

米ドル 

投資 

顧問業 
なし 

投資顧問 

契約の 

再委任等 

受入手数料 3,314 未収収益 351 

委託調査費 145 

未払費用 - 

事務委託費 28 

 

当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日） 

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 
資本金又 

は出資金 

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 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

同一の 

親会社を 

持つ会社 

ブラック

ロック・

ファン

ド・アド

バイザー

ズ 

米国 

カリフォル 

ニア州 

1,000 

米ドル 

投資 

顧問業 
なし 

投資顧問 

契約の 

再委任等 

受入手数料 2,874 未収収益 314 

委託調査費 220 

未払費用 - 

事務委託費 16 

 

（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。 

(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。 

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。 

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。 

 

 

 

 

 



2.  親会社に関する注記 

(1)  親会社情報 

ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場） 

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場） 

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場） 

 

 

(１株当たり情報) 

 前事業年度 当事業年度 

項目 (自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日 

 至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日) 

１株当たり純資産額 1,642,418 円 94 銭 1,379,616 円 18 銭 

１株当たり当期純利益金額 326,833 円 15 銭 250,430 円 96 銭 

（注) １．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。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前事業年度 当事業年度 

(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日 

至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日) 

当期純利益          （百万円） 4,902 3,756 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益  （百万円） 4,902 3,756 

普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000 

 

独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自 2020年1月1日 至2020年12月31日）を対象としております。 

 



 

【中間財務諸表】 

 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわ

ち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金

融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。 

 

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、中間会計期間（自2020年1月1日 至2020年

6月30日）の中間財務諸表について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。 

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
 

2020年 8月 28日 

 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

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 山 田 信 之 

 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 中 島 紀 子 

 

 

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」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の 2020 年 1 月 1 日から 2020
年 12 月 31 日までの第 34 期事業年度の中間会計期間（2020 年 1 月 1 日から 2020 年 6 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、ブラックロック・ジャパン株式会社の 2020 年 6 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（2020 年 1 月 1日から 2020 年 6 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 



                                                                                     

(注) 上記は、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。 
 



(1) 中間貸借対照表 

(単位：百万円) 

  
中間会計期間末 
(2020年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 ※2 14,477 

立替金  20 

前払費用  189 

未収入金  6 

未収委託者報酬  1,585 

未収運用受託報酬  1,640 

未収収益  829 

為替予約  1 

流動資産計  18,750 

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 ※1 1,120 

器具備品 ※1 518 

有形固定資産計  1,638 

無形固定資産   

ソフトウエア  7 

無形固定資産計  7 

投資その他の資産   

投資有価証券  36 

長期差入保証金  1,119 

前払年金費用  849 

長期前払費用  36 

繰延税金資産  481 

投資その他の資産計  2,523 

固定資産計  4,169 

資産合計  22,920 

 



(単位：百万円) 

  
中間会計期間末 
(2020年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

預り金  117 

未払金   

未払収益分配金  4 

未払償還金  74 

未払手数料  418 

その他未払金  522 

未払費用  672 

未払消費税等  150 

未払法人税等  279 

前受金  26 

賞与引当金  883 

役員賞与引当金  70 

流動負債計  3,221 

固定負債   

退職給付引当金  68 

資産除去債務  783 

固定負債計  851 

負債合計  4,073 

   

純資産の部   

株主資本   

資本金  3,120 

資本剰余金   

資本準備金  3,001 

その他資本剰余金  3,846 

資本剰余金合計  6,847 

利益剰余金   

利益準備金  336 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  8,543 

利益剰余金合計  8,880 

株主資本合計  18,848 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  △1 

評価・換算差額等合計  △1 

純資産合計  18,846 

負債・純資産合計  22,920 

 



(2) 中間損益計算書 

(単位：百万円) 

  
中間会計期間 

(自 2020年1月1日 
至 2020年6月30日) 

営業収益   

委託者報酬  2,714 

運用受託報酬  3,593 

その他営業収益  6,146 

営業収益計  12,454 

営業費用   

支払手数料  695 

広告宣伝費  46 

調査費   

調査費  181 

委託調査費  1,687 

調査費計  1,869 

委託計算費  39 

営業雑経費   

通信費  29 

印刷費  45 

諸会費  22 

営業雑経費計  98 

営業費用計  2,749 

一般管理費   

給料   

役員報酬  425 

給料・手当  2,334 

賞与  1,196 

給料計  3,956 

退職給付費用  165 

福利厚生費  498 

事務委託費  1,118 

交際費  11 

旅費交通費  29 

租税公課  137 

不動産賃借料  457 

水道光熱費  28 

固定資産減価償却費 ※1 214 

資産除去債務利息費用  0 

諸経費  155 

一般管理費計  6,775 

営業利益  2,929 

 



(単位：百万円) 

  
中間会計期間 

(自 2020年1月1日 
至 2020年6月30日) 

営業外収益   

受取利息  0 

有価証券売却益  0 

為替差益  17 

雑益  0 

営業外収益計  18 

経常利益  2,947 

税引前中間純利益  2,947 

法人税、住民税及び事業税  690 

法人税等調整額  344 

中間純利益  1,913 

 



(3) 中間株主資本等変動計算書 
 
中間会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) 

(単位：百万円)  

 株主資本 評価・換算差額等  
 
 

純資産 
合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金  
 

株主資本合
計 

 
 

その他有価
証券評価 
差額金 

 
 

評価・換算 
差額等合計 

 
資本 
準備金 

 

その他資本 

剰余金 
 

 
資本 
剰余金 
合計 

 
利益 
準備金 

 

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  3,120   3,001   3,846   6,847   336  14,330   14,666 24,634  1   1    24,636 

当中間期変動額            
  剰余金の配当      △ 7,700 △ 7,700 △ 7,700   △ 7,700 

 中間純利益      1,913 1,913  1,913   1,913 

株主資本以外の項目の当
中間期変動額（純額） 

         △2   △2   △2  

当中間期変動額合計  -   -   -   -   -    △5,786 △5,786 △5,786  △2   △2  △5,789 
当中間期末残高  3,120   3,001   3,846   6,847   336    8,543   8,880   18,848  △1   △1    18,846 

 

 

 



注 記 事 項 

 (重要な会計方針) 

 

項 目 
中間会計期間 

自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

2. デリバティブ取引等の評価基準及び評

価方法 

 

3. 固定資産の減価償却方法 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算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）を採用してお

ります。 

 

時価法を採用しております。 

 

 

(1) 有形固定資産 

定額法により償却しております。 

なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年でありま

す。 

 

 

 

 

 

4. 引当金の計上基準 

 

 

(2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利

用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。 

 

(1) 貸倒引当金の計上方法 

 債権の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

(2) 退職給付引当金の計上方法 

① 旧退職金制度 

 適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退

職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当

該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま

す。 

② 確定拠出年金制度 

   確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。 

③ 確定給付年金制度 

 キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有して

おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支

払に備えるため、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。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に

帰属させる方法については、ポイント基準によっております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。 

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（9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または費用から控除すること

としております。 

 

 



項 目 
中間会計期間 

自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

  

 (3) 賞与引当金の計上方法 

 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。 

 

 (4) 役員賞与引当金の計上方法 

 役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。 

 

 (5) 早期退職慰労引当金の計上方法 

 早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上しております。 

 

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末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。 

 

6. 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 

税抜方式によっております。 

 

(2) 連結納税制度の適用 

親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会

社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。 

 

 

(会計方針の変更) 

 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

（金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更） 

 当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ

会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本

公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状

態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。 

  

 

(中間貸借対照表関係) 

 

中間会計期間末 
2020年6月30日 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

建物附属設備 1,889百万円 

器具備品 1,197百万円 
 

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 1,000百万円 

借入実行残高 － 

差引額 1,000百万円 
 



(中間損益計算書関係) 

 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

※1 減価償却実施額 

有形固定資産 213百万円 

無形固定資産 1百万円 
 

  

 

 (中間株主資本等変動計算書関係) 

 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 

増加株式数 
当中間会計期間 

減少株式数 
当中間会計 
期間末株式数 

発行済株式     

普通株式 15,000 － － 15,000 

合計 15,000 － － 15,000 

 

2．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

4. 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2020年3月30日 

株主総会決議 
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月31日 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(金融商品関係) 

 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

 

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 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期

借入に限定しています。 

  投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。 

    デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的

な取引は行っておりません。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リス

クに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回

収可能性を管理する体制をしいております。 

営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。 

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理して

おります。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

2020年6月30日（中間期の決算日）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

とおりです。 

（単位：百万円） 

 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

① 現金・預金   14,477   14,477 － 

② 未収委託者報酬 1,585 1,585 － 

③ 未収運用受託報酬 1,640 1,640 － 

④ 未収収益 829 829 － 

⑤ 投資有価証券 

その他有価証券 

   

36 

   

36 － 

⑥ 長期差入保証金   1,119  1,117 △2 

資産計   19,689  19,686 △2 

⑦ 未払手数料 418 418 － 

⑧ 未払費用   672   672 － 

負債計   1,091   1,091 － 

⑨ デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用されていない

もの 

1 1 － 

デリバティブ計 1 1 － 

 

（注） 

 金融商品の時価の算定方法に関する事項 

① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益 

これらは短期間で決済されるため、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います。 

⑤投資有価証券 

投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。 

 



⑥長期差入保証金 

事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引さ

れている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価につ

いては、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引

いて算定する方法によっています。 

但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。 

⑦未払手数料、⑧未払費用 

これらは短期間で決済されるため、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います。 

⑨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、（）で示しております。 

 

(有価証券関係) 

 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

 
その他有価証券 

（単位：百万円）   

 種類 
中間貸借対照表

計上額 
取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

その他 

 投資信託 

1 1 0 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

その他 

 投資信託 

35 37 △1 

合計 36 38 △1 

 
 

 

(資産除去債務関係) 

 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30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 

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

 

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して

資産除去債務の金額を計算しております。 

 

3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高 782 百万円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円 

時の経過による調整額 0 百万円 

中間会計期間末残高 783 百万円 
  

 

 

 



  (セグメント情報等) 

 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

1. セグメント情報 

当社は主として投資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) 製品及びサービスに関する情報 

                     （単位：百万円） 

 
委託者 
報酬 

運用受託 
報酬 

その他 合計 

外部顧客 
営業収益 

2,714  3,593  6,146  12,454  

 

(2) 地域に関する情報 

① 売上高 

                     （単位：百万円） 

日本 北米 その他 合計 

5,978  5,132  1,343  12,454  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

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90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

 

(3) 主要な顧客に関する情報 

営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。 

                     （単位：百万円） 

相手先 営業収益 
関連する 

セグメント名 

ブラックロック・ファイナンシャ
ル・マネジメント・インク 

2,637 投資運用業 

ブラックロック・ファンド・アドバ
イザーズ 

1,436 投資運用業 

  

 

(デリバティブ取引関係) 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

  

 通貨関連                               （単位：百万円）   

      
区分 種類 契約額等 うち１年超 時価 評価損益 

市場取引以外の

取引 

為替予約取引 

 買建     

米ドル 208 － 1   1 

合計 208 － 1 1 

 （注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。 

       



 (１株当たり情報) 

 

中間会計期間 
自 2020年1月 1日 
至 2020年6月30日 

１株当たり純資産額 1,256,452円20銭 

１株当たり中間純利益 127,565円16銭 
 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間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。 

  

１株当たり中間純利益の算定上の基礎 

損益計算書上の中間純利益 1,913百万円 

１株当たり中間純利益の算定に 

用いられた普通株式に係る中間純利益 
1,913百万円 

期中平均株式数 15,000株 

   
 

 

(重要な後発事象) 

 

該当事項はありません。 

 

 



 

公開日    2021年3月 23 日 
作成基準日  2021年2月 26 日 

 
本店所在地  東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 

お問い合わせ先  コンプライアンス部 
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