
平成26年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結） 

平成25年８月８日

（百万円未満切捨て）

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

(2) 連結財政状態 

２．配当の状況 

（注１）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日におけ

る配当予想額は未定であります。 

（注２）当社は平成24年12月20日、平成25年２月28日及び平成25年３月21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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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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代  表  者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）髙村 正人 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名）轟 幸夫 ＴＥＬ （03）5562－7210 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  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 ％ 

26年３月期第１四半期  21,101  129.9  19,904  133.2  9,786  586.1  9,746  569.9

25年３月期第１四半期  9,178  △8.3  8,536  △8.0  1,426  △22.8  1,455  △23.9

（参考）包括利益 26年３月期第１四半期 6,064百万円 （387.3％） 25年３月期第１四半期 1,244百万円 （△39.4％） 

  四半期純利益 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 

26年３月期第１四半期  6,062  342.4  1,751  24 － 

25年３月期第１四半期  1,370  △30.0  395  84 － 

  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 

26年３月期第１四半期  1,658,997  152,320  9.2  43,987  18

25年３月期  1,414,500  146,256  10.3  42,235  97

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 152,264百万円 25年３月期 146,202百万円 

  
年間配当額

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

25年３月期 －  0 00 － 0 00  10,802  31

26年３月期 －         

基準日 平成24年12月20日 平成25年２月28日 平成25年３月21日 合計 

１株当たり配当額 7,222円18銭 1,557円93銭 2,022円21銭 10,802円31銭



※ 注記事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期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 ： 無 

② ①以外の会計方針の変更        ： 無 

③ 会計上の見積りの変更         ： 無 

④ 修正再表示              ： 無 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 3,461,559株 25年３月期 3,461,559株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ － 株 25年３月期 － 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 3,461,559株 25年３月期１Ｑ 3,461,559株
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(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の金融政策等を背景に、企業業績や消費動向が改善する

動きがみられ５月には日経平均株価は年初来高値の15,000円台まで上昇いたしました。また、円相場も一時約４年

７ヵ月ぶりの円安水準となる103円台を付けました。その後は、米国における金融緩和の早期縮小観測をきっかけ

に相場の流れは反転し、株価、円、長期金利ともに乱高下するなど振れ幅の大きな展開となりました。実体経済に

ついても、海外景気に対する不透明感や円安進行による原材料価格の上昇など国内景気の下振れ懸念があり、依然

として不安定な要素を抱えながら推移しております。平成25年６月末の日経平均株価は13,677円であり、平成25年

３月末と比較して約10％上昇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、当第１四半期連結累計期間には、103,257口座の新規口座を獲得し、平成25年６

月末の総合口座数は、2,711,973口座、信用取引口座数は、283,818口座となっております。また、預り資産は６兆

3,366億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増加により当第１四半期連結累計期間の「委託手数料」は10,550百万

円（前年同四半期比209.9％増）となりました。また、信用取引の増加により「金融収益」は5,761百万円（同

93.2％増）となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は営業収益21,101百万円（前年同四半期比129.9％増）、営業利

益9,786百万円（同586.1％増）、経常利益9,746百万円（同569.9％増）、四半期純利益6,062百万円（同342.4％

増）となっております。 

当第１四半期連結累計期間の主な取り組みは以下のとおりであります。 

・投資信託『EXE-i（エグゼアイ）シリーズ』の新規募集・設定（平成25年４月） 

・SBI証券とSBIポイントの同時会員登録サービスの開始（平成25年５月） 

・いきいき世代株式会社の少額短期保険「あんしん世代（死亡保険）」、「新いきいき世代（医療保険）」の取

扱いを開始（平成25年５月） 

・WEBサイトのデザインをリニューアル、投資情報の大幅拡充を実施（平成25年６月） 

・ブラジルレアル建債券の償還乗換え優遇を開始（平成25年６月）  

また、業績の主な概要は以下のとおりであります。 

  

（受入手数料） 

当第１四半期連結累計期間は13,034百万円（前年同四半期比182.9％増）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10,550百万円（同209.9％増）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176百万円（同588.9％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1,165百万円（同325.5％増）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1,142百万円（同26.6％増）を計上しております。 

（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2,224百万円（前年同四半期比46.5％

増）を計上しております。 

（金融収支） 

信用取引の増加により「金融収益」は5,761百万円（前年同四半期比93.2％増）、「金融費用」は1,174百万円

（同89.2％増）となりました。その結果、金融収支は4,587百万円（同94.3％増）となっております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（販売費及び一般管理費） 

当第１四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は10,118百万円（前年同四半期比42.3％増）となりまし

た。これは、株式委託売買代金の増加により取引所へ支払う手数料が増加し「取引関係費」が2,906百万円（同

112.1％増）となったこと及び金融商品仲介業者へ支払う手数料が増加し「事務費」が3,254百万円（同110.7％

増）となったこと等によるものであります。 

(2) 財政状態に関する説明 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、顧客からの預り金が増加

したことにより「預り金の増減額」が126,572百万円の増加（前年同四半期は33,675百万円の減少）となったこと

等から、前連結会計年度末に比べ38,334百万円増加し、当第１四半期連結累計期間末には72,967百万円となりまし

た。 

当第１四半期連結累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） 

営業活動の結果獲得した資金は63,322百万円（前年同四半期は29,426百万円の獲得）となりました。主なプラ

ス要因は、顧客からの預り金が増加したことにより「預り金の増減額」が126,572百万円の増加（同33,675百万

円の減少）となったこと、信用取引受入保証金が増加したことにより「受入保証金の増減額」が94,102百万円の

増加（同3,103百万円の減少）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72,941百万円の獲得（同52,988百万円の獲得）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

115,599百万円の使用（同60,243百万円の使用）となったこと及び預り金及び受入保証金が増加した見合いで

「顧客分別金信託の増減額」が111,300百万円の増加（同62,000百万円の減少）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262百万円（前年同四半期は607百万円の使用）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325百万円（同633百万円）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） 

財務活動の結果使用した資金は25,559百万円（前年同四半期は23,110百万円の使用）となりました。これは、

「短期借入金の純増減額」が25,345百万円の減少（同22,900百万円の減少）となったこと等によるものでありま

す。 



２．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,673,128 73,007,262

預託金 838,165,752 951,465,752

顧客分別金信託 757,000,000 868,300,000

その他の預託金 81,165,752 83,165,752

トレーディング商品 2,700,730 3,483,864

商品有価証券等 2,699,802 3,481,775

デリバティブ取引 928 2,088

約定見返勘定 4,992,484 944,000

信用取引資産 444,860,720 525,290,796

信用取引貸付金 414,194,116 521,560,905

信用取引借証券担保金 30,666,604 3,729,891

有価証券担保貸付金 105,845 343

借入有価証券担保金 105,845 343

立替金 83,226 619,602

短期差入保証金 7,570,722 17,747,020

関係会社短期貸付金 52,900,000 52,900,000

前払費用 391,532 371,036

未収収益 5,266,125 4,868,453

繰延税金資産 249,278 572,366

その他 3,829,673 9,672,532

貸倒引当金 △99,837 △127,296

流動資産合計 1,395,689,382 1,640,815,735

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 731,898 727,404

工具、器具及び備品（純額） 436,096 431,990

土地 1,774,345 1,774,345

リース資産（純額） 1,336,710 1,146,923

有形固定資産合計 4,279,051 4,080,664

無形固定資産   

借地権 121 121

ソフトウエア 6,992,684 7,104,633

ソフトウエア仮勘定 976,847 610,220

リース資産 142,091 130,195

その他 9,905 9,905

無形固定資産合計 8,121,650 7,855,076

投資その他の資産   

投資有価証券 4,277,287 4,204,111

出資金 8,210 8,210

長期差入保証金 706,062 708,577

長期前払費用 3,360 2,842

繰延税金資産 1,191,897 1,191,109

その他 2,900,298 2,725,531

貸倒引当金 △2,676,755 △2,594,773

投資その他の資産合計 6,410,362 6,245,608

固定資産合計 18,811,064 18,181,349

資産合計 1,414,500,446 1,658,997,084



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 1,390 69,221

商品有価証券等 － 63,075

デリバティブ取引 1,390 6,146

信用取引負債 249,114,736 213,944,899

信用取引借入金 146,284,242 159,591,511

信用取引貸証券受入金 102,830,494 54,353,388

有価証券担保借入金 135,608,693 208,444,700

有価証券貸借取引受入金 135,608,693 208,444,700

預り金 436,300,616 562,872,640

受入保証金 363,760,729 457,863,460

有価証券等受入未了勘定 87,663 －

短期借入金 70,845,537 45,500,000

リース債務 851,722 851,826

未払金 2,228,821 5,874,804

未払費用 2,666,968 2,911,384

未払法人税等 597,294 1,355,048

前受金 1,101,942 1,926,134

その他 － 196,778

流動負債合計 1,263,166,117 1,501,810,900

固定負債   

リース債務 725,780 512,375

長期預り保証金 29,869 29,869

繰延税金負債 900 861

資産除去債務 255,843 257,054

固定負債合計 1,012,394 800,160

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 4,065,125 4,065,125

特別法上の準備金合計 4,065,125 4,065,125

負債合計 1,268,243,637 1,506,676,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 47,937,928 47,937,928

資本剰余金 69,303,257 69,303,257

利益剰余金 28,400,199 34,462,225

株主資本合計 145,641,385 151,703,411

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137,014 118,277

為替換算調整勘定 423,892 442,545

その他の包括利益累計額合計 560,906 560,822

少数株主持分 54,517 56,664

純資産合計 146,256,809 152,320,898

負債純資産合計 1,414,500,446 1,658,997,084



(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
(四半期連結損益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 4,607,035 13,034,953

委託手数料 3,404,910 10,550,557

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

25,578 176,223

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

274,039 1,165,983

その他の受入手数料 902,506 1,142,190

トレーディング損益 1,517,839 2,224,356

金融収益 2,982,307 5,761,830

その他の営業収益 70,983 80,104

営業収益計 9,178,166 21,101,245

売上原価   

金融費用 620,987 1,174,761

その他 20,521 21,718

売上原価合計 641,508 1,196,479

純営業収益 8,536,657 19,904,765

販売費及び一般管理費   

取引関係費 1,370,576 2,906,433

人件費 1,269,737 897,117

不動産関係費 1,239,843 1,197,577

事務費 1,544,731 3,254,490

減価償却費 879,111 899,040

租税公課 78,610 119,383

貸倒引当金繰入れ － 2,122

その他 727,790 842,472

販売費及び一般管理費合計 7,110,402 10,118,637

営業利益 1,426,255 9,786,128

営業外収益   

受取利息 175 168

受取配当金 33,608 4,007

投資事業組合運用益 5,977 －

その他 23,265 18,999

営業外収益合計 63,027 23,176

営業外費用   

支払利息 169 125

持分法による投資損失 17,457 9,153

投資事業組合運用損 4,998 47,670

その他 11,644 5,458

営業外費用合計 34,269 62,408

経常利益 1,455,013 9,746,896



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 891,367 －

特別利益合計 891,367 －

特別損失   

固定資産除却損 26,389 －

投資有価証券評価損 57,263 －

特別損失合計 83,653 －

税金等調整前四半期純利益 2,262,726 9,746,896

法人税、住民税及び事業税 301,496 3,995,190

法人税等調整額 588,890 △312,467

法人税等合計 890,387 3,682,723

少数株主損益調整前四半期純利益 1,372,339 6,064,172

少数株主利益 2,125 2,146

四半期純利益 1,370,214 6,062,025



(四半期連結包括利益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,372,339 6,064,172

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,384 △18,737

持分法適用会社に対する持分相当額 △85,441 18,652

その他の包括利益合計 △127,825 △84

四半期包括利益 1,244,514 6,064,088

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,242,388 6,061,941

少数株主に係る四半期包括利益 2,125 2,146



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,262,726 9,746,896

減価償却費 890,332 911,349

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,200 △54,523

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △891,367 －

固定資産除却損 26,389 －

投資有価証券評価損益（△は益） 57,263 －

受取利息及び受取配当金 △3,016,092 △5,766,006

支払利息 621,156 1,174,887

為替差損益（△は益） 1,019,719 △833,164

持分法による投資損益（△は益） 17,457 9,153

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 62,000,000 △111,300,000

その他の預託金の増減額（△は増加） 1,000,000 △2,000,000

短期差入保証金の増減額（△は増加） 8,630,655 △10,176,297

トレーディング商品の増減額 1,015,952 3,333,181

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △60,243,115 △115,599,912

受入保証金の増減額（△は減少） △3,103,360 94,102,731

預り金の増減額（△は減少） △33,675,928 126,572,023

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
減額

52,988,337 72,941,509

その他 476,950 △4,149,581

小計 30,037,877 58,912,246

利息及び配当金の受取額 2,825,807 6,032,749

利息の支払額 △598,012 △1,152,672

法人税等の支払額 △2,839,464 △469,541

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,426,207 63,322,781

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 △40,000

定期預金の払戻による収入 20,000 40,000

有形固定資産の取得による支出 △36,973 △30,571

無形固定資産の取得による支出 △633,533 △325,497

投資有価証券の売却等による収入 － 82,735

貸付金の回収による収入 5,280 12,287

その他 57,641 △1,415

投資活動によるキャッシュ・フロー △607,584 △262,461

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） △22,900,000 △25,345,537

リース債務の返済による支出 △210,857 △213,812

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,110,857 △25,559,349

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,019,719 833,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,688,046 38,334,133

現金及び現金同等物の期首残高 58,132,355 34,633,128

現金及び現金同等物の四半期末残高 62,820,401 72,967,262



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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