
1 

 

 

貸 借 対 照 表 

（2021 年 12 月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

科      目 金   額 科      目 金   額 

資産の部   負債の部   

  流動資産 183,721   流動負債 173,727 

現金及び預金 13,402 預り金 6,290 

預託金 34,553 預り暗号資産 116,495 

預け金 1,832 借入暗号資産 7,321 

自己保有暗号資産 13,071 受入保証金 30,079 

利用者暗号資産 116,307 デリバティブ取引 507 

差入保証金 2,265 約定見返勘定 396 

デリバティブ取引 1,084 短期借入金 6,500 

約定見返勘定 422 １年内返済予定の 

長期借入金 
3,000 

未収入金 720 

その他 63 未払費用 1,017 

貸倒引当金 △2 未払法人税等 1,314 

  賞与引当金 617 

  役員賞与引当金 162 

  その他 23 

    固定負債 3,000 

固定資産 647 長期借入金 3,000 

有形固定資産 3 負債合計 176,727 

 器具備品 3 純資産の部  

無形固定資産 291   株主資本 7,641 

ソフトウエア 252     資本金 1,100 

ソフトウエア仮勘定 39     資本剰余金  2,658 

投資その他の資産 351       資本準備金 2,658 

関係会社株式 42     利益剰余金 3,883 

繰延税金資産 303       その他利益剰余金 3,883 

その他 8 繰越利益剰余金 3,883 

貸倒引当金 △3 純資産合計 7,641 

資産合計 184,368 負債純資産合計 184,368 
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損 益 計 算 書 

（自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

科             目 金              額 

営業収益   12,067 

 暗号資産売買等損益 9,985  

 受入手数料 2,082  

その他 0  

営業費用   

販売費及び一般管理費  7,802 

    営業利益   4,264 

営業外収益   535 

 為替差益 530  

 その他 4  

営業外費用   332 

 支払利息 331  

 その他 0  

    経常利益   4,468 

    税引前当期純利益   4,468 

法人税等   1,415 

法人税、住民税及び事業税 1,540  

法人税等調整額 △125  

    当期純利益   3,052 
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株主資本等変動計算書 
（自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日） 

                                （単位：百万円） 

                                 

株主資本 

純資産 

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 資本準備金 

その他 

利益剰余金 

繰越 

利益剰余金 

2021年１月１日残高 1,100 2,658 1,436 5,194 5,194 

当期変動額           

 剰余金の配当   △605 △605 △605 

  当期純利益     3,052 3,052 3,052 

当期変動額合計   2,447 2,447 2,447 

2021年 12月 31日残高 1,100 2,658 3,883 7,641 7,641 
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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）の規定に準拠して作成しております。 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）固定資産の減価償却の方法  

①有形固定資産 

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。 

器具備品   ５年～10 年 

 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、耐用年数は、次のとおりであります。 

ソフトウエア ５年 

 

（２）引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度の業績を勘案して算出した支給見込額

を計上しております。 

 

③役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度の業績を勘案して算出した支給見込額を

計上しております。 

 

（３）有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

 

（４）その他計算書類の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デリバティブの会計処理 

時価法を採用しております。 

 

③外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建資産及び負債は、期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暗号資産取引に係る会計処理 

暗号資産取引に係る損益（評価損益を含む）は、損益計算書上の暗号資産売買等損益として

計上しております。また、保有する暗号資産は、すべて活発な市場が存在することから市場価

格に基づく価額をもって貸借対照表に計上するとともに、帳簿価額との差額は暗号資産売買等

損益として計上しております。 

また、預託者から預かっている暗号資産は、貸借対照表上、利用者暗号資産及び預り暗号資

産としてそれぞれ資産及び負債に計上し、保有する暗号資産と同様の方法により評価を行って

おり、評価損益は計上しておりません。 
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暗号資産取引に係る利用者からの預り金は、資金決済法第 63 条の 11 第 1 項の規定に基づ

き、暗号資産交換業者に関する内閣府令第 26 条に定める方法により分別管理しており、貸借

対照表上の預託金に計上しております。 

 

⑤暗号資産証拠金取引の会計処理 

暗号資産証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益を損益計算書上の暗号資

産売買等損益として計上しております。 

なお、評価損益は、暗号資産証拠金取引の未決済ポジションの建値と時価の差額を取引明細

ごとに算定し、これらを顧客ごとに合算し損益を相殺したうえで、これと同額を貸借対照表上

のデリバティブ取引勘定に計上しております。 

暗号資産証拠金取引に係る利用者からの受入保証金は、金融商品取引法第 43 条の 3 第 1 項

の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第 143 条第 1 項第 1 号に定める方法に

より分別管理しており、貸借対照表上の預託金に計上しております。 

 

⑥関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

  暗号資産の借入については借入暗号資産を計上しており、借り入れた暗号資産はすべて

活発な市場が存在することから市場価格に基づく価額をもって貸借対照表に計上すると

ともに、帳簿価額との差額は暗号資産売買等損益として計上しております。 

（追加情報） 

「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第

24 号 2020 年 3 月 31 日）を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、関連する

会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示

しております。 

 

２．表示方法の変更に関する注記 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年３月 31 日）を

当事業年度から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。 

 

３．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業

年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

 

繰延税金資産        303百万円 

 

４．暗号資産に関する注記 

（１）暗号資産の貸借対照表計上額 

 貸借対照表計上額 

保有する暗号資産（預託者から預っている暗号資産を除く） 13,071 百万円 

預託者から預っている暗号資産 116,307 百万円 

合計 129,379 百万円 

 

（２）保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額 

活発な市場が存在する暗号資産 

種類 保有数量（単位） 貸借対照表計上額 

ビットコイン 1,346.901 BTC 7,104 百万円 

イーサリアム 6,627.127 ETH 2,780 百万円 

ビットコインキャッシュ 5,312.295 BCH 257 百万円 

ライトコイン 19,526.302 LTC 323 百万円 

リップル 15,177,163.670 XRP 1,418 百万円 

ステラ 7,632,643.234 XLM 228 百万円 

ネム 11,439,194.529 XEM 157 百万円 



6 

バット 857,681.837 BAT 116 百万円 

オーエムジー 159,179.777 OMG 105 百万円 

テゾス 143,633.088 XTZ 69 百万円 

クアンタム 48,940.820 QTUM 47 百万円 

エンジンコイン 201,285.336 ENJ 58 百万円 

ポルカドット 24,198.856 DOT 73 百万円 

コスモス 28,398.863 ATOM 100 百万円 

シンボル 1,322,799.460 XYM 29 百万円 

モナコイン 82,365.488 MONA 10 百万円 

ソラーナ 42.382 SOL 0 百万円 

ボバ 554,910 BOBA 188 百万円 

合計 － 13,071 百万円 

 

５．貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額   

器具備品             1百万円 

 

（２）関係会社に対する金銭債務 

短期金銭債権             0百万円 

短期金銭債務                5,256 百万円 

長期金銭債務                3,000 百万円 

 

６．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高     

営業取引による取引高                                6,993百万円 

営業取引以外の取引による取引高                         294百万円 

 

７．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の種類及び総数に関する事項 

普通株式         31,617株 

 

（２）当事業年度末における自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はございません。 

 

（３）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 

2021 年 3 月 16 日

株主総会 
普通株式      605 19,154.00 

2020 年 

12 月 31 日 

2021 年 

3 月 18 日 

 

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

該当事項はございません。 

 

（４）新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及

び数に関する事項 

該当事項はございません。 
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８．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別の内訳 

繰延税金資産  

減価償却超過額 19 百万円 

賞与引当金 189 百万円 

未払事業税 66 百万円 

未払費用（フリーレント） 13 百万円 

その他 16 百万円 

繰延税金資産小計 305 百万円 

評価性引当額 △1 百万円 

繰延税金資産合計 303 百万円 

 

９．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 

当社は、暗号資産の売買および店頭暗号資産証拠金取引を提供しております。暗号資産の売

買においては、顧客との間で当社が取引の相手方となって取引を行うため、顧客の売り注文に

対しては、当社は暗号資産のポジション（持ち高）が発生することとなり、顧客の買い注文に

対する備えとして、暗号資産のポジションを一定水準維持する必要があります。また、店頭暗

号資産証拠金取引においても、暗号資産の売買と同様に、顧客との間で当社が取引の相手方と

なって取引を行うため、取引の都度、当社は店頭暗号資産証拠金取引に係るポジションが発生

します。これらの取引を提供するにあたって、暗号資産のポジションを確保するため及びポジ

ションの価格変動リスクを低減するため、他の暗号資産交換業者等との間でカバー取引を行っ

ていることから、十分な資金をカバー先暗号資産交換業者等に預け入れております。 

     また、暗号資産関連取引に係る利用者からの預託金は、暗号資産交換業者の分別管理に

関する規定に基づき、適正に管理しております。 

 

②金融商品の内容及びそのリスク 

預金はすべて普通預金であり、預け先の信用リスクを有しておりますが、預入の銀行はいず

れも信用度の高い銀行であります。 

預託金は、主として関連法令の要求に基づき顧客からの預り金銭を信託銀行に信託している

預託金であり、信託銀行が破綻しても信託法によりその財産は保全されることになっておりま

す。 

受入保証金は、店頭暗号資産証拠金取引において、顧客が差し入れている証拠金であり、当

該証拠金を超える損失が発生した場合に、顧客に対し超過損失分の金銭債権が生じることで、

当該金銭債権について信用リスクを有しております。 

預り金は、主として暗号資産売買取引による顧客からの預り金であります。 

短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る運転資金であり、流動性リスクを有して

おります。 

店頭暗号資産証拠金取引に係るポジションは、暗号資産を原資産としていることから、市場

リスクを有しております。 

 

③金融商品に係るリスク管理体制 

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

取引先毎について一定の社内基準により選別し、定期的に信用状況等の変化を確認するこ

と等により与信管理を行っております。また、店頭暗号資産証拠金取引において顧客との間

で発生しうる信用リスクについては、自動ロスカット制度を採用することにより、当該リス

クの発生可能性を低減しております。 

ロ．資金調達にかかる流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流

動性リスクを管理しております。 
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ハ．市場リスク（市場価格の変動に係るリスク）の管理 

顧客との間で発生する店頭暗号資産証拠金取引のポジションについては、他の顧客の反

対売買取引と相殺する店内マリーや、保有する原資産となる暗号資産の数量を他の暗号資

産交換業者等との売買によって調整することで、価格変動リスクを低減しております。 

 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

2021 年 12 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：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

1 現金及び預金 13,402 13,402 － 

2 預託金 34,553 34,553 － 

資産計 47,955 47,955 － 

1 預り金 6,290 6,290 － 

2 受入保証金 30,079 30,079 － 

3 短期借入金 6,500 6,500 － 

4 長期借入金（＊１） 6,000 5,999 0 

負債計 48,870 48,870 0 

デリバティブ取引（＊２） 576 576 － 

（＊１）長期借入金は１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。 

（＊２）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。 

 

（注）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

①現金及び預金 

これらは、すべて短期間で決済され、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預託金 

当社の要求に応じて引出が可能であり、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。 

 

 

負債 

①預り金 

顧客から預託を受けている預り金は、顧客からの要求に応じて当社が支払義務を負うた

め、決算日に要求された場合における支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

 

②受入保証金 

顧客から預託を受けている受入保証金は、顧客からの要求に応じて当社が支払義務を負う

ため、決算日に要求された場合における支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

 

③短期借入金 

短期間で決済されるものであるため、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。 
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④長期借入金 

一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算出しております。 

 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、店頭暗号資産証拠金取引及び外国為替証拠金取引であります。店頭暗号

資産証拠金取引の時価は、原資産が活発な市場が存在する暗号資産であることから、時価は事業

年度末の市場価格により算定しております。また外国為替証拠金取引の時価は、事業年度末の直

物為替相場により算定しております。 

店頭暗号資産証拠金取引及び外国為替証拠金取引について、決算日における契約額、時価及び

評価損益は、次のとおりであります。 

 

（単位：百万円） 

区分 種類 
契約額等 

時価 評価損益 
 うち１年超 

店頭 

暗号資産証拠金取引     

  売建 8,710 ― 595 595 

  買建 2,803 ― 0 0 

外国為替証拠金取引     

  売建 4,347 ― ▲19 ▲19 

  買建 ― ― ― ― 

合計 ― ― 576      576 
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１０．関連当事者との取引に関する注記 

親会社及び法人主要株主等 

（単位：百万円） 

種類 会社等の名称 

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 
科目 

期末残

高 

親会社 

ＧＭＯフィナ

ンシャルホー

ルディングス

株式会社 

（被所有） 

直接 73.9 

役員の兼任 

役務の受入 

資金の借入 

資金の借入 

（注１） 
18,000 

短期借入金 2,000 
資金の返済 

（注１） 
16,000 

支払利息 

（注１） 
19 未払利息 0 

資金の借入 

（注２） 
1,500 

長期借入金 

（注３） 
3,500 

資金の返済 

（注２） 
0 

支払利息 

（注２） 
165 未払利息 29 

親会社 

ＧＭＯインタ

ーネット株式

会社 

（被所有） 

直接 20.9 

間接 48.3 

役務の受入 

資金の借入 

資金の借入 

（注２） 
1,500 

長期借入金 

（注３） 
2,500 

資金の返済 

（注２） 
0 

支払利息 

（注２） 
110 未払利息 21 

（注１）親会社との間で極度貸付契約を締結しております。利率については、市場金利を勘案し、一

般の取引条件と同様に決定しております。 

（注２）親会社との間で劣後タームローン契約を締結しております。利率については、市場金利を勘

案して決定しております。 

（注３）長期借入金は１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。 

 

１１．１株当たり情報に関する注記 

（１）１株当たり純資産額         241,700 円 89 銭 

（２）１株当たり当期純利益             96,560 円 44 銭 

 

 


