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自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社ＳＪアドバイザーズ

東京都中央区日本橋茅場町１－２－１８

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

株式会社ＳＪアドバイザーズ 令和 3年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
 （単位：円）

【流動資産】 【流動負債】

（現金・預金） 未払費用       4,547,220

普通  預金      32,248,174 預  り  金         293,791

現金・預金 計      32,248,174 未払法人税等         180,000

（その他流動資産） 未払消費税等         633,000

前払  費用          92,862 流動負債  計       5,654,011

未収  収益       7,415,406 負債の部合計       5,654,011

立  替  金         139,722 純　資　産　の　部

未収入金              52 【株主資本】

その他流動資産  計       7,648,042 資  本  金      25,000,000

流動資産合計      39,896,216 （資本剰余金）

【固定資産】 資本準備金      25,000,000

（投資その他の資産） 資本剰余金 計      25,000,000

保  証  金       3,871,320 （利益剰余金）

投資その他の資産  計       3,871,320 ［その他利益剰余金］

固定資産合計       3,871,320 繰越利益剰余金    △11,886,475

 利益剰余金 計    △11,886,475

 株主資本  計      38,113,525

 純資産の部合計      38,113,525

資産の部合計      43,767,536 負債・純資産の部合計      43,767,536



株式会社ＳＪアドバイザーズ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

損　益　計　算　書
 （単位：円）

【売上高】

仲介手数料      51,217,082

売上高  計      51,217,082

【売上原価】

期首商品・製品棚卸高               0

当期商品仕入高               0

合  計               0

期末商品・製品棚卸高               0

売上原価  計               0

売上総利益      51,217,082

【販売費一般管理費】

（人件費）

人件費  計      44,329,719

（その他経費）

その他経費  計       9,761,886

販売費・一般管理費計      54,091,605

営業利益     △2,874,523

【営業外収益】

受取利息             348

雑  収  入              44

営業外収益  計             392

【営業外費用】

雑　損　失(不課税)          28,400

営業外費用  計          28,400

経常利益     △2,902,531

【特別利益】

特別利益  計               0

【特別損失】

特別損失  計               0

税引前当期純利益(損失)     △2,902,531

法人税、住民税及び事業税         180,000

当期純利益  (損失)     △3,082,531



株式会社ＳＪアドバイザーズ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

販売費及び一般管理費内訳書
 （単位：円）

（人件費）

給料手当       7,468,000

役員報酬       4,500,000

外務員報酬      30,273,711

その他人件費          32,400

法定福利費       1,907,153

福利厚生費         148,455

人件費  計      44,329,719

（その他経費）

通信運送費       2,920,656

取引所協会費           9,535

旅費交通費          10,842

広告宣伝費          20,000

接待交際費           1,040

事務用品費         138,942

消耗品費           1,179

水道光熱費         275,406

事務委託費         182,349

不動産費       5,236,930

器具備品費         283,112

租税公課          23,780

支払手数料         638,115

減価償却費          20,000

その他経費  計       9,761,886

販売費・一般管理費計      54,091,605



株式会社ＳＪアドバイザーズ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

株主資本等変動計算書
 （単位：円）

【株主資本】

資　本　金 当期首残高及び当期末残高      25,000,000

新株式申込証拠金 当期首残高及び当期末残高               0

資本剰余金

資本準備金 当期首残高及び当期末残高      25,000,000

その他資本剰余金 当期首残高及び当期末残高               0

資本剰余金　計 当期首残高及び当期末残高      25,000,000

利益剰余金

利益準備金 当期首残高及び当期末残高               0

その他利益剰余金

別途積立金 当期首残高及び当期末残高               0

繰越利益剰余金 当期首残高     △8,803,944

当期変動額 当期純利益     △3,082,531

当期末残高    △11,886,475

利益剰余金　計 当期首残高     △8,803,944

当期変動額     △3,082,531

当期末残高    △11,886,475

自己株式 当期首残高及び当期末残高               0

自己株式申込証拠金 当期首残高及び当期末残高               0

株主資本　計 当期首残高      41,196,056

当期変動額     △3,082,531

当期末残高      38,113,525

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等 当期首残高及び当期末残高               0

【新株予約権】

新株予約権 当期首残高及び当期末残高               0

純資産　合計 当期首残高      41,196,056

当期変動額     △3,082,531

当期末残高      38,113,525




