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連結貸借対照表 

（平成 25 年３月 31 日現在） 

（単位：千円） 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

流動資産 1,395,689,382 流動負債 1,263,166,117

現金及び預金 34,673,128 トレーディング商品 1,390

預託金 838,165,752 デリバティブ取引 1,390

顧客分別金信託 757,000,000 信用取引負債 249,114,736

その他の預託金 81,165,752 信用取引借入金 146,284,242

トレーディング商品 2,700,730 信用取引貸証券受入金 102,830,494

商品有価証券等 2,699,802 有価証券担保借入金 135,608,693

デリバティブ取引 928 有価証券貸借取引受入金 135,608,693

約定見返勘定 4,992,484 預り金 436,300,616

信用取引資産 444,860,720 受入保証金 363,760,729

信用取引貸付金 414,194,116 有価証券等受入未了勘定 87,663

信用取引借証券担保金 30,666,604 短期借入金 70,845,537

有価証券担保貸付金 105,845 リース債務 851,722

借入有価証券担保金 105,845 未払金 2,228,821

立替金 83,226 未払費用 2,666,968

短期差入保証金 7,570,722 未払法人税等 597,294

関係会社短期貸付金 52,900,000 前受金 1,101,942

前払費用 391,532 固定負債 1,012,394

未収収益 5,266,125 リース債務 725,780

繰延税金資産 249,278 繰延税金負債 900

その他 3,829,673 長期預り保証金 29,869

貸倒引当金 △99,837 資産除去債務 255,843

固定資産 18,811,064 特別法上の準備金 4,065,125

有形固定資産 4,279,051 金融商品取引責任準備金 4,065,125

建物 731,898 負債合計 1,268,243,637

工具、器具及び備品 436,096 純資産の部 

土地 1,774,345 株主資本 

資本金 

145,641,385

47,937,928リース資産 1,336,710

無形固定資産 8,121,650 資本剰余金 69,303,257

借地権 121 利益剰余金 28,400,199

ソフトウエア 6,992,684 その他の包括利益累計額 560,906

ソフトウエア仮勘定 976,847 その他有価証券評価差額金 137,014

リース資産 142,091  為替換算調整勘定 423,892

その他 9,905 少数株主持分 54,517

投資その他の資産 6,410,362 純資産合計 146,256,809

投資有価証券 4,277,287       

出資金 8,210  

長期差入保証金 706,062  

長期前払費用 3,360  

繰延税金資産 1,191,897  

その他 2,900,298  

 貸倒引当金 △2,676,755

資産合計 1,414,500,446 負債・純資産合計 1,414,500,446
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連結損益計算書 

自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日 

（単位：千円） 

科目 金額 

営業収益 

受入手数料 23,378,001

トレーディング損益 6,730,880

金融収益 13,007,433

その他の営業収益 285,502 43,401,817

売上原価 

金融費用 2,820,042

その他 86,206 2,906,248

純営業収益 40,495,569

販売費及び一般管理費 29,017,089

営業利益 11,478,479

営業外収益 332,855

営業外費用 299,060

経常利益 11,512,274

特別利益 

投資有価証券売却益 724,668

金融商品取引責任準備金戻入 371,099 1,095,768

特別損失 

固定資産除却損 49,718

減損損失 303,375

投資有価証券評価損 57,263

投資有価証券売却損 639,750 1,050,108

税金等調整前当期純利益 11,557,933

法人税、住民税及び事業税 3,946,140

法人税等調整額 888,717 4,834,858

少数株主損益調整前当期純利益 6,723,074

少数株主損失（△） △10,791

当期純利益 6,733,866
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連結株主資本等変動計算書 

自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日 

（単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成24年４月１日 残高 47,937,928 75,377,776 53,666,333 176,982,038

連結会計年度中の変動額  

剰余金（その他資本剰余金）

の配当 △5,392,850  △5,392,850

剰余金の配当 △32,000,000 △32,000,000

当期純利益 6,733,866 6,733,866

分割型の会社分割による減少 △681,669  △681,669

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）  

連結会計年度中の変動額合計 △6,074,519 △25,266,133 △31,340,652

平成25年３月31日 残高 47,937,928 69,303,257 28,400,199 145,641,385

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

その他の包括利益

累計額合計 

平成24年４月１日 残高 △241,358 73,085 △168,272 65,309 176,879,074

連結会計年度中の変動額  

剰余金（その他資本剰余金）

の配当  △5,392,850

剰余金の配当  △32,000,000

当期純利益  6,733,866

分割型の会社分割による減少  △681,669

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 378,373 350,806 729,179 △10,791 718,387

連結会計年度中の変動額合計 378,373 350,806 729,179 △10,791 △30,622,265

平成25年３月31日 残高 137,014 423,892 560,906 54,517 146,256,809
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［連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項］ 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称 

 ＳＢＩベネフィット・システムズ㈱ 

 当連結会計年度において、連結子会社でありました㈱ＳＢＩフィナンシャルは清算したため、連結

の範囲から除いております。 

 

 ２．持分法の適用に関する事項 

   持分法を適用した関連会社の数   ２社 

持分法を適用した関連会社の名称 

FPT Securities Joint Stock Company 

PT BNI Securities 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①トレーディングに属する有価証券（売買目的有価証券）等の評価基準及び評価方法 

トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価法を採用してお

ります。 

②トレーディングに属さない有価証券等の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

（ｲ） 時価のあるもの 

連結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

却原価は主として移動平均法により算定）を採用しております。 

（ﾛ） 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

投資事業組合等への出資 

投資事業組合等への出資については、組合の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間

に係る中間財務諸表に基づいて、組合の純資産を当社の出資持分割合に応じて、投資有価証券と

して計上しております。 
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物         ３～50 年 

工具、器具及び備品  ２～20 年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

ソフトウエア（自社利用分）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。 

その他の無形固定資産については、定額法を採用しております。 

③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日

以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

④ 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

 

(3) 重要な引当金及び準備金の計上基準 

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 金融商品取引責任準備金 

証券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、「金融商品取引

業等に関する内閣府令」第 175 条に定めるところにより算出した額を計上しております。 

 

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用

として処理しており、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税については長期前払費用と

して計上し、５年間にわたり償却しております。 

② 連結納税制度の適用 

 当社は当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。 

③ 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「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８

月６日内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（平成19年９月18日付日本

証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。 

④ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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［会計方針の変更に関する注記］ 

   減価償却方法の変更 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成 24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

    これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の減価償却費が 13,222 千円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ 13,222 千円増加しております。 

 

［連結貸借対照表に関する注記］ 

１．担保に供している資産 

信用取引借入金の担保として、信用取引の自己融資見返株券を 22,954,451 千円差し入れております。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,455,457 千円 

 

３．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は以下のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金 金融商品取引法第 46 条の５ 

 

４．当社はＳＢＩホールディングス㈱と極度貸付契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計

年度末の貸出未実行残高は次のとおりであります。 

 （単位：千円） 

極度額 58,000,000

貸出実行残高 52,900,000

差引額 5,100,000

 

［連結株主資本等変動計算書に関する注記］ 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （単位：株） 

 
当連結会計年度期首 

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 
株式数 

発行済株式   

普通株式 3,461,559 ― ― 3,461,559

合計 3,461,559 ― ― 3,461,559
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２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当財産の種類及び 
帳簿価額（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月８日 
臨時株主総会 

普通株式 
 ＳＢＩマネー
プラザ㈱ 

  普通株式（注） 
617,521 178 平成24年６月14日 平成24年６月15日

平成24年12月25日 
臨時株主総会 

普通株式 貸付金債権 25,000,000 7,222 平成24年12月20日 平成24年12月25日

平成25年３月１日 
臨時株主総会 

普通株式 
投資事業組合

持分及び匿名組
合持分 

5,392,850 1,558 平成25年２月28日 平成25年３月11日

平成25年３月22日 
臨時株主総会 

普通株式 貸付金債権 7,000,000 2,022 平成25年３月21日 平成25年３月22日

   （注）平成 24 年６月 15 日付で実施した当社を分割会社、ＳＢＩマネープラザ㈱を承継会社とする 

分割型の会社分割により、割当てられた承継会社株式を配当したものであります。 

 

 (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となるもの 

該当事項はありません。 

 

［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 

① トレーディングに係るもの 

トレーディング業務は、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するための顧客との

取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するための取引などであります。 

デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

② トレーディングに係るもの以外 

当社グループは、(a)有価証券の売買等、(b)有価証券の売買等の委託の媒介、(c)有価証券の引受

け及び売出し、(d)有価証券の募集及び売出しの取扱い、(e)有価証券の私募の取扱いなどの証券業

を中心とする事業活動を行っております。これらの事業を行うため、市場の状況や長短のバランス

を調整して、金融機関からの借入れによって資金調達を行っております。資金運用については短期

的な預金や貸付金により運用しております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

① トレーディングに係るもの 

トレーディング業務において取扱っている商品は、主に株式、債券、その他の商品有価証券の現

物取引であります。 

トレーディングに伴って発生し、財務状況に大きな影響を与えるリスクとしては主として、マー

ケットリスクと取引先リスクがあげられます。 

マーケットリスクは、株式、金利、為替等の市場価格が変動することによって発生するリスクで

あり、取引先リスクは、相手先が倒産などの理由で契約を履行できなくなることにより発生する債

務不履行リスクであります。 

マーケットリスクについては、トレーディングの結果保有する商品の(a)ポジション、(b)時価を、

また取引先リスクについては(a)取引先評価、(b)与信残高とその時価評価、の正確な把握が重要で

あると考えております。 

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的と

した先物為替予約取引、及び株券店頭オプション取引であります。 
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② トレーディングに係るもの以外 

顧客分別金信託及びその他の預託金は、主に法令に基づき国内において信託会社等に信託してい

る預託金であります。 

投資有価証券は、主に株式、債券及び組合出資金であり、事業推進目的で保有しております。こ

れらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されてお

ります。 

信用取引貸付金は、顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であり、顧客の信用リスク

に晒されております。 

信用取引借証券担保金及び短期差入保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。 

関係会社短期貸付金は、関係会社の信用リスクに晒されております。 

信用取引貸証券受入金、有価証券貸借取引受入金、預り金及び受入保証金は、そのほとんどが１

年以内の支払期日であります。 

信用取引借入金及び短期借入金は、主に事業に係る運転資金の調達を目的としたものであり、金

利の変動リスクに晒されております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① トレーディングに係るもの 

マーケットリスクについては、リスク管理部門が商品部門に設定された運用枠に対し、使用残高、

実現損益、及び評価損益を日々計算し、運用状況の把握、監視を行っております。 

取引先リスクについては、リスク管理部門が商品部門が行う取引について取引先評価、及び与信

残高とその時価評価を把握し管理しております。 

また、いずれについても、その結果を毎日経営者へ報告しております。 

② トレーディングに係るもの以外 

(ｲ) 信用リスクの管理 

信用リスクとは、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険をいい

ます。信用リスクは、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険を、

あらかじめ定めた限度枠（取引先リスク枠）の範囲内に収めることで管理を行います。取引先リ

スク枠は、取締役会において、取引先の信用度を適宜勘案して決定しており、必要に応じて適宜

見直しを行っております。取引の実行に当っては、その都度、取引先リスク枠の状況を確認のう

え行っております。経理部は、信用リスクを毎日モニタリングし、取引先リスク枠の範囲内であ

ることを確認し、代表取締役及び内部管理統括責任者及びリスク管理部門宛て報告しております。 

(ﾛ) 市場リスクの管理 

市場リスクとは、保有する有価証券等に、株価、金利及び外国為替相場等市場全体に共通の要

素の変動によって発生し得る損失の危険（以下「一般市場リスク」といいます。）とその他の理由

によって発生し得る損失の危険（以下「個別リスク」といいます。）をいいます。市場リスクは、

一般市場リスクと個別リスクを、あらかじめ定めた限度額の範囲内（市場リスク枠）に収めるこ

とで管理を行っております。市場リスク枠は、取締役会において決定します。取締役会は、市場

の変動や財務の健全性等を勘案して、市場リスク枠を見直し、必要に応じて市場リスク枠を変更

することができます。自己取引の実施権限を有する組織単位は、取締役会で決定された市場リス

ク枠の管理を適切に行います。経理部は、自己取引の実施権限を有する組織における市場リスク

額を日々計測するとともに所定の枠内に収まっていることを確認し、代表取締役及び内部管理統

括責任者及びリスク管理部門宛て報告しております。 

(ﾊ) 流動性リスクの管理 

流動性リスクとは、業績の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなく

なる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより

損失を被る危険及び市場の混乱等により市場において取引が出来なかったり、通常よりも著しく

不利な価格での取引を余儀なくされたりすることにより損失を被る危険をいいます。当社グルー

プは、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からの当座貸越枠の取得、市場環境を考慮した長

短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。 
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

   平成 25 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含まれておりません（（注）２．

参照）。 

（単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

(１)現金及び預金 34,673,128 34,673,128 ―

(２)預託金  

① 顧客分別金信託 757,000,000 757,000,000 ―

② その他の預託金 81,165,752 81,165,752 ―

(３)トレーディング商品  

商品有価証券等 2,699,802 2,699,802 ―

(４)信用取引資産  

① 信用取引貸付金 414,194,116 414,194,116 ―

② 信用取引借証券担保金 30,666,604 30,666,604 ―

(５)短期差入保証金 7,570,722 7,570,722 ―

(６)関係会社短期貸付金 52,900,000 52,900,000 ―

(７)投資有価証券 350,105 350,105 ―

資産計 1,381,220,231 1,381,220,231 ―

(１)信用取引負債  

① 信用取引借入金 146,284,242 146,284,242 ―

② 信用取引貸証券受入金 102,830,494 102,830,494 ―

(２)有価証券担保借入金  

有価証券貸借取引受入金 135,608,693 135,608,693 ―

(３)預り金 436,300,616 436,300,616 ―

(４)受入保証金 363,760,729 363,760,729 ―

(５)短期借入金 70,845,537 70,845,537 ―

負債計 1,255,630,314 1,255,630,314 ―

デリバティブ取引(*) （462） （462） ―

 (*）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）１．金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1）現金及び預金、(2）預託金 ①顧客分別金信託 ②その他の預託金、(4）信用取引資産 

②信用取引借証券担保金、 (5）短期差入保証金、(6）関係会社短期貸付金 

これらは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。 

(3）トレーディング商品 商品有価証券等、(7）投資有価証券 

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取

引金融機関等から提示された価格によっております。また、投資信託については、公表され

ている基準価格によっております。 
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      (4）信用取引資産 ①信用取引貸付金 

        信用取引貸付金は、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。なお、このうち、当該貸付を担保資産の範囲内

に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金

利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価とし

ております。 

 

負 債 

(1)信用取引負債 ①信用取引借入金 ②信用取引貸証券受入金、(2)有価証券担保借入金 有

価証券貸借取引受入金、(3)預り金、(4)受入保証金、(5)短期借入金 

  これらは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。 

 

デリバティブ取引 

為替予約取引は期末日の先物為替相場によっております。また、株券店頭オプション取引に

ついては、金利、配当利回り、ボラティリティー、原証券価格、取引期間等を基に価格算定モ

デルにより算出した現在価値によっております。 
 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（単位：千円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

 非上場株式（*1） 3,455,914 

 非上場債券（*2） 0 

 投資事業組合等への出資持分（*3） 471,267 

合計 3,927,182 

（*1）非上場株式については、市場価格がなく、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、「（7）投資有価証券」には含めておりません。 

（*2）非上場債券は、非上場株式を目的とする新株予約権付社債であり市場価格がなく、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、「（7）投資有価証券」には含めて

おりません。 

（*3）投資事業組合等への出資持分については、組合財産が非上場株式など時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるもので構成されていることから、「（7）投資有価証券」に

は含めておりません。 
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（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 １年以内  １年超 

５年以内  

５年超 

10 年以内 

10 年超  

現金及び預金 34,673,128 ― ― ―

預託金  

顧客分別金信託 757,000,000 ― ― ―

その他の預託金 81,165,752 ― ― ―

信用取引資産  

信用取引貸付金 414,194,116 ― ― ―

信用取引借証券担保金 30,666,604 ― ― ―

短期差入保証金 7,570,722 ― ― ―

関係会社短期貸付金 52,900,000 ― ― ―

投資有価証券  

その他有価証券のうち満期

があるもの 

 

債券（社債） 0 ― ― ―

合計 1,378,170,323 ― ― ―

 

［１株当たり情報に関する注記］ 

１株当たり純資産額 42,235 円 97 銭 

１株当たり当期純利益金額 1,945 円 33 銭 

 

［重要な後発事象に関する注記］ 

該当事項はありません。 

 

 

 


