
平成25年３月期 中間決算短信［日本基準］（連結） 

平成24年11月８日

（百万円未満切捨て）

１．平成25年３月期中間期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

(2) 連結財政状態 

２．配当の状況 

（注）当社は平成24年３月23日及び平成24年３月29日を基準日として配当を行っておりますが、その内訳は以下のとおり

であります。 

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

当社グループの主たる事業である証券業の業績は株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、業績予想を行う

ことが困難であることから、開示しておりません。 
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(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年中間期増減率）

  営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期中間期  18,209  △10.2  16,799  △9.8  3,087  △22.0  3,156  △21.0

24年３月期中間期  20,285  △8.3  18,620  △8.3  3,957  △26.6  3,997  △25.4

（参考）包括利益 25年３月期中間期 2,078百万円 （△11.3％） 24年３月期中間期 2,344百万円 （△52.3％） 

  中間純利益 
１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 

25年３月期中間期  2,413  △23.5  697  18 － 

24年３月期中間期  3,153  △34.7  911  13 － 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期中間期  1,050,391  178,276  17.0  51,481  60

24年３月期  1,121,941  176,879  15.8  51,079  23

（参考）自己資本 25年３月期中間期 178,206百万円 24年３月期 176,813百万円 

  
年間配当額

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

24年３月期 －  0 00 － 0 00  1,606  55

25年３月期 －  0 00       

基準日 平成24年３月23日 平成24年３月29日 合計 

１株当たり配当額 1,450円00銭 156円55銭 1,606円55銭 



※ 注記事項 

(2) 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有 

② ①以外の会計方針の変更        ： 無 

③ 会計上の見積りの変更         ： 有 

④ 修正再表示              ： 無 

(注) 「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第11条の６に該当するものであります。詳細

は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(1) 当中間連結会計期間における重要な子会社の異動 
： 無 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期中間期 3,461,559株 24年３月期 3,461,559株

② 期末自己株式数 25年３月期中間期 － 株 24年３月期 － 株

③ 期中平均株式数 25年３月期中間期 3,461,559株 24年３月期中間期 3,461,559株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当中間連結会計期間の国内株式市場は、南欧各国による財政・金融問題により、欧州市場が依然として不安定で

ある事、米国や中国の景気に減速感が強まりつつある事等の影響を大きく受け、株安が進行する様相を呈しまし

た。外国為替市場においても円高が進行し、特に、対ユーロでは一時94円台にまで上昇するなど、依然として円高

水準で推移いたしました。このような円高・株安の状況下において、リスク資産からの回避傾向はより一層強ま

り、７月以降株式売買代金は非常に低水準で推移いたしました。９月に我が国、米国、欧州において金融緩和政策

が発表されたことに市場は好反応し、一時的に円高懸念が後退したことにより、株高が進行いたしましたが、世界

景気に対する不透明感は払拭し難く、再び円高・株安が進行する状況となっております。平成24年９月末の日経平

均株価は8,870円であり、平成24年３月末と比較して、約12％下落して取引を終えております。 

このような環境下でありますが、当社におきましては、「顧客中心主義」に基づいた魅力ある商品・サービス・

手数料体系の提供に努めた結果、当中間連結会計期間には、82,444口座の新規口座を獲得し、平成24年９月末の総

合口座数は、2,470,230口座、信用取引口座数は、247,860口座となっております。また、預り資産は４兆575億円

となっております。（注）口座数、預り資産は、当社単体の数字であります。 

業績に関しましては、株式委託売買代金の減少により当中間連結会計期間の「委託手数料」は6,520百万円（前

年同期比12.6％減）となりました。また、投資信託販売額の減少により「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧

誘等の取扱手数料」は544百万円（同32.6％減）、昨年７月に外国為替保証金取引に係るスプレッドを大幅に縮小

したことにより「トレーディング損益」は2,961百万円（同19.6％減）とそれぞれ減少いたしました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は営業収益18,209百万円（前年同期比10.2％減）、営業利益3,087百万

円（同22.0％減）、経常利益3,156百万円（同21.0％減）、中間純利益2,413百万円（同23.5％減）となっておりま

す。 

当中間連結会計期間の主な取り組みは以下のとおりであります。 

・金額指定・積立指定で購入した投資信託の分配金受取方法に受取を追加（平成24年４月） 

・投資信託の 低積立金額を500円に引下げ（平成24年４月） 

・「大口信用取引大感謝祭！キャンペーン」を実施（平成24年４月） 

・インドネシア株式の取扱いを開始（平成24年４月） 

・「SOR注文」対象銘柄を追加（平成24年４月） 

・外国為替保証金取引「FX取引 株券担保サービス」を開始（平成24年５月） 

・「インドネシア株式取引」個別銘柄情報を大幅拡充（平成24年５月） 

・「SOR注文」への比較市場（X-Market）追加（平成24年７月）  

・スマートフォンサイトの提供を開始（平成24年７月） 

・信用シミュレーターの提供を開始（平成24年７月） 

・「FX情報メール」サービスの提供を開始（平成24年７月） 

・銀行代理業における取扱い業務を追加（平成24年８月） 

・「信用取引金利 キャッシュバックキャンペーン」を実施（平成24年８月） 

・既発外貨建債券の「夜間リーブオーダーサービス」を開始（平成24年８月） 

・SBI損保のがん保険取扱いを開始（平成24年９月） 

・FX取引スマートフォン専用アプリの「デモアプリ」の提供を開始（平成24年９月） 

   

また、業績の主な概要は以下のとおりであります。なお、当社グループは「投資・金融サービス業」の単一セグ

メントであるため、セグメントごとの業績の記載を省略しております。 

（受入手数料） 

当中間連結会計期間は9,052百万円（前年同期比12.3％減）を計上しておりますが、その内訳は以下のとおり

であります。 

・委託手数料 

主にインターネットによる株式取引により6,520百万円（同12.6％減）を計上しております。 

・引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 

債券の引受け等により112百万円（同53.0％増）を計上しております。 

・募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 

主に投資信託の販売により544百万円（同32.6％減）を計上しております。 

・その他の受入手数料 

投資信託の代行手数料等により1,874百万円（同5.5％減）を計上しております。 

１．当中間決算に関する定性的情報



（トレーディング損益） 

外国為替保証金取引に係るスプレッド及び外貨建債券の販売等により2,961百万円（前年同期比19.6％減）を

計上しております。 

（金融収支） 

「金融収益」は6,057百万円（前年同期比1.1％減）、「金融費用」は1,368百万円（同15.7％減）となりまし

た。その結果、金融収支は4,689百万円（同4.2％増）となっております。 

（販売費及び一般管理費） 

当中間連結会計期間の販売費及び一般管理費は13,712百万円（前年同期比6.5％減）となりました。これは、

平成24年６月15日付で実施した当社対面取引部門の分割により、従業員数及び支店数が減少したため、「人件

費」が2,189百万円（同21.6％減）、「不動産関係費」が2,287百万円（同14.3％減）とそれぞれ減少したこと等

によるものであります。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（キャッシュ・フローの状況） 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、信用取引における自己融資額

の増加により「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」が46,014百万円の使用（前年同期は29,965百万円の使

用）となったこと等から、前連結会計年度末に比べ6,755百万円減少し、当中間連結会計期間末には51,376百万

円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は8,714百万円（前年同期は20,872百万円の使用）となりました。主なプラス要

因は、預り金及び受入保証金が減少した見合いで「顧客分別金信託の増減額」が47,000百万円の減少（同

243,000百万円の増加）となったこと及び機関投資家への貸株残高の増加により「有価証券担保貸付金及び有価

証券担保借入金の増減額」が21,753百万円の獲得（同1,752百万円の獲得）となったことであり、主なマイナス

要因は、信用取引における自己融資額の増加により「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」が46,014百万円

の使用（同29,965百万円の使用）となったこと及び顧客からの預り金が減少したことにより「預り金の増減額」

が23,899百万円の減少（同277,110百万円の増加）となったことであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は906百万円（前年同期は6,051百万円の使用）となりました。これは、新サービ

スを提供するためのソフトウエア開発を中心に設備投資を実施したことにより「無形固定資産の取得による支

出」が1,223百万円（同1,149百万円）となったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は4,177百万円（前年同期は17,101百万円の獲得）となりました。これは、「短

期借入金の純増減額」が4,600百万円の増加（同17,500百万円の増加）となったこと等によるものであります。 

会計方針の変更 

（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、当中間連結会計期間より、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、当中間連結会計期間の減価償却費が2,452千円減少し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ2,452千円増加しております。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．中間連結財務諸表 
(1) 中間連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 58,152,355 51,396,750

預託金 663,065,752 616,102,052

顧客分別金信託 598,000,000 551,036,300

その他の預託金 65,065,752 65,065,752

トレーディング商品 339,362 4,805,459

商品有価証券等 331,486 4,768,760

デリバティブ取引 7,876 36,698

約定見返勘定 2,224,898 2,646,493

信用取引資産 260,048,259 245,149,011

信用取引貸付金 220,270,868 216,938,423

信用取引借証券担保金 39,777,391 28,210,587

有価証券担保貸付金 1,367 51,459

借入有価証券担保金 1,367 51,459

立替金 152,201 55,474

短期差入保証金 20,015,809 12,381,563

関係会社短期貸付金 79,900,000 79,900,000

前払費用 348,613 221,058

未収収益 4,683,443 4,990,444

繰延税金資産 362,335 183,753

その他 3,335,821 6,154,304

貸倒引当金 △122,453 △61,309

流動資産合計 1,092,507,768 1,023,976,516

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 943,806 739,269

工具、器具及び備品（純額） 279,578 461,035

土地 1,774,345 1,774,345

リース資産（純額） 2,057,552 1,707,225

有形固定資産合計 5,055,283 4,681,877

無形固定資産   

借地権 121 121

ソフトウエア 7,833,636 7,468,105

ソフトウエア仮勘定 288,660 529,949

リース資産 189,674 165,883

その他 9,905 9,905

無形固定資産合計 8,321,997 8,173,964

投資その他の資産   

投資有価証券 12,041,031 10,703,652

出資金 18,210 8,210

長期差入保証金 1,397,455 676,677

長期前払費用 5,707 4,156

繰延税金資産 2,239,231 1,926,441

その他 3,152,319 3,058,049

貸倒引当金 △2,797,796 △2,818,167

投資その他の資産合計 16,056,159 13,559,019

固定資産合計 29,433,440 26,414,861

資産合計 1,121,941,209 1,050,391,377



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 35,850 59,919

商品有価証券等 35,370 58,590

デリバティブ取引 480 1,329

信用取引負債 170,800,152 109,886,211

信用取引借入金 76,007,302 39,109,056

信用取引貸証券受入金 94,792,850 70,777,154

有価証券担保借入金 76,592,593 98,396,150

有価証券貸借取引受入金 76,592,593 98,396,150

預り金 355,917,604 332,017,886

受入保証金 289,405,423 278,473,656

有価証券等受入未了勘定 984 107

短期借入金 38,300,000 42,900,000

リース債務 846,792 852,179

未払金 1,167,745 1,628,393

未払費用 2,049,171 1,828,105

未払法人税等 2,976,526 442,613

前受金 541,485 685,751

その他 261 5,409

流動負債合計 938,634,591 867,176,384

固定負債   

リース債務 1,539,701 1,141,273

長期預り保証金 16,788 16,788

繰延税金負債 － 994

資産除去債務 434,828 234,882

固定負債合計 1,991,318 1,393,938

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 4,436,224 3,544,857

特別法上の準備金合計 4,436,224 3,544,857

負債合計 945,062,134 872,115,180

純資産の部   

株主資本   

資本金 47,937,928 47,937,928

資本剰余金 75,377,776 74,696,107

利益剰余金 53,666,333 56,079,650

株主資本合計 176,982,038 178,713,686

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △241,358 △464,956

為替換算調整勘定 73,085 △42,122

その他の包括利益累計額合計 △168,272 △507,078

少数株主持分 65,309 69,589

純資産合計 176,879,074 178,276,197

負債純資産合計 1,121,941,209 1,050,391,377



(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 
 (中間連結損益計算書) 

（単位：千円）

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 10,322,980 9,052,230

委託手数料 7,456,798 6,520,131

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

73,837 112,982

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

808,188 544,549

その他の受入手数料 1,984,155 1,874,566

トレーディング損益 3,684,823 2,961,484

金融収益 6,125,265 6,057,376

その他の営業収益 152,722 138,312

営業収益計 20,285,791 18,209,402

売上原価   

金融費用 1,623,640 1,368,376

その他 41,511 41,314

売上原価合計 1,665,152 1,409,690

純営業収益 18,620,639 16,799,712

販売費及び一般管理費   

取引関係費 2,773,457 2,640,536

人件費 2,791,407 2,189,724

不動産関係費 2,669,637 2,287,717

事務費 3,237,007 3,200,908

減価償却費 1,610,322 1,771,092

のれん償却額 23,761 －

租税公課 168,147 149,307

貸倒引当金繰入れ － 33,129

その他 1,389,010 1,439,685

販売費及び一般管理費合計 14,662,751 13,712,102

営業利益 3,957,887 3,087,609

営業外収益   

受取利息 1,227 317

受取配当金 73,145 50,356

投資事業組合運用益 81,571 110,061

未払配当金除斥益 13,312 －

その他 54,550 36,344

営業外収益合計 223,807 197,080

営業外費用   

支払利息 412 327

投資事業組合運用損 135,779 85,465

持分法による投資損失 29,056 29,261

その他 19,038 13,139

営業外費用合計 184,286 128,194

経常利益 3,997,408 3,156,495



（単位：千円）

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 1,092,903 2,221

金融商品取引責任準備金戻入 767,686 891,367

特別利益合計 1,860,589 893,589

特別損失   

固定資産除却損 － 39,154

投資有価証券評価損 69,711 57,263

貸倒引当金繰入額 421,487 －

特別損失合計 491,199 96,418

税金等調整前中間純利益 5,366,798 3,953,666

法人税、住民税及び事業税 2,152,792 981,512

法人税等調整額 57,785 554,556

法人税等合計 2,210,578 1,536,068

少数株主損益調整前中間純利益 3,156,220 2,417,597

少数株主利益 2,293 4,280

中間純利益 3,153,927 2,413,317



（中間連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 3,156,220 2,417,597

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △728,509 △223,597

持分法適用会社に対する持分相当額 △83,417 △115,208

その他の包括利益合計 △811,927 △338,806

中間包括利益 2,344,293 2,078,791

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 2,341,999 2,074,511

少数株主に係る中間包括利益 2,293 4,280



(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前中間連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 5,366,798 3,953,666

減価償却費 1,626,781 1,793,648

のれん償却額 23,761 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 385,669 △40,773

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △767,686 △891,367

固定資産除却損 － 39,154

投資有価証券評価損益（△は益） 69,711 57,263

投資有価証券売却損益（△は益） △1,092,903 △2,221

受取利息及び受取配当金 △6,199,638 △6,108,050

支払利息 1,624,053 1,368,703

為替差損益（△は益） 2,420,820 1,311,722

持分法による投資損益（△は益） 29,056 29,261

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △243,000,000 47,000,000

その他の預託金の増減額（△は増加） △1,200,000 －

短期差入保証金の増減額（△は増加） △1,477,927 7,634,246

営業貸付金の増減額（△は増加） 35,560 －

トレーディング商品の増減額 1,032,572 △4,863,622

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △29,965,928 △46,014,692

受入保証金の増減額（△は減少） △30,327,506 △10,931,766

預り金の増減額（△は減少） 277,110,180 △23,899,718

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
減額

1,752,555 21,753,465

その他 △515,481 △2,234,164

小計 △23,069,550 △10,045,243

利息及び配当金の受取額 5,692,593 5,592,104

利息の支払額 △1,614,680 △1,368,799

法人税等の支払額 △1,880,952 △2,892,429

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,872,589 △8,714,368

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △9,716 △42,147

無形固定資産の取得による支出 △1,149,360 △1,223,145

投資有価証券の取得による支出 △6,158,626 －

投資有価証券の売却等による収入 1,341,980 255,525

貸付金の回収による収入 275 5,571

その他 △56,308 97,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,051,756 △906,647

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 17,500,000 4,600,000

配当金の支払額 △368 －

リース債務の返済による支出 △397,936 △422,867

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,101,694 4,177,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,420,820 △1,311,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,243,471 △6,755,604

現金及び現金同等物の期首残高 76,855,413 58,132,355

現金及び現金同等物の中間期末残高 64,611,941 51,376,750



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（セグメント情報） 

Ⅰ 前中間連結会計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

当社グループは、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

Ⅱ 当中間連結会計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

当社グループは、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) セグメント情報等


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	余白埋め12: 
	ヘッダー１3: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１4: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１5: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１6: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１7: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１8: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１9: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１10: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１11: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー１12: ㈱ＳＢＩ証券
	ヘッダー２3: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２4: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２5: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２6: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２7: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２8: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２9: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２10: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２11: 平成25年３月期　中間決算短信
	ヘッダー２12: 平成25年３月期　中間決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -


