
平成26年３月期 第２四半期決算短信［日本基準］（連結） 

平成25年11月６日

（百万円未満切捨て）

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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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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２四半期  37,961  108.5  35,863  113.5  16,944  448.8  16,876  434.7

25年３月期第２四半期  18,209  △10.2  16,799  △9.8  3,087  △22.0  3,156  △21.0

（参考）包括利益 26年３月期第２四半期 9,097百万円 （337.6％） 25年３月期第２四半期 2,078百万円 （△11.3％） 

  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２四半期  9,391  289.1  2,712  99 － 

25年３月期第２四半期  2,413  △23.5  697  18 － 

  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２四半期  1,772,532  155,294  8.8  44,862  69

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２四半期 155,294百万円 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 －  0 00       

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２Ｑ 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２Ｑ － 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２Ｑ 3,461,559株 25年３月期２Ｑ 3,461,559株
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(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の景気低迷や新興国の経済停滞の影響が懸念されるもの

の、政府による経済政策等の効果で円安・株高が進み輸出企業を中心に企業業績に改善が見られるなど、日本経済

は全体として景気回復に明るい兆しが現れております。当業界におきましては、東証１部売買代金が、日銀の金融

緩和や政府の財政政策による景気押し上げ効果への期待を受けて幅広い投資家から買い注文が膨らみ、今年５月に

は月間ベースで過去 高を記録するなど前年同四半期と比較して大きく増加いたしました。平成25年９月末の日経

平均株価は14,455円であり、平成25年３月末と比較して17％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２四半期連結累計期間には、176,135口座の新規口座を獲得し、平成25年９

月末の総合口座数は、2,784,851口座、信用取引口座数は、294,405口座となっております。また、預り資産は６兆

5,904億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２四半期連結累計期間の「委託手数料」は17,783百万

円（前年同四半期比172.7％増）となりました。また、信用取引の増加により「金融収益」は11,362百万円（同

87.6％増）となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は営業収益37,961百万円（前年同四半期比108.5％増）、営業利

益16,944百万円（同448.8％増）、経常利益16,876百万円（同434.7％増）、四半期純利益9,391百万円（同289.1％

増）となっております。 

当第２四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） 

・「日経プラス５倍トラッカー」及び「日経マイナス３倍トラッカー」の取扱いを開始（平成25年７月） 

・NYダウ先物と日経平均VI先物の取扱いを開始（平成25年７月） 

・iシェアーズETF 東証上場シリーズの取扱いを開始（平成25年７月）   

・「NISA口座開設キャンペーン」を実施（平成25年８月） 

・「相場の福の神が語る！ニュースを半歩先読みマル秘術」配信を開始（平成25年８月） 

・トルコリラ建MMFの取扱いを開始し、外貨建MMFの取扱銘柄を７通貨９銘柄へ拡充（平成25年９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２四半期連結累計期間は22,467百万円（前年同四半期比148.2％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17,783百万円（同172.7％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295百万円（同161.7％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1,927百万円（同253.9％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2,461百万円（同31.3％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3,972百万円（前年同四半期比34.1％

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11,362百万円（前年同四半期比87.6％増）、「金融費用」は2,054百万

円（同50.1％増）となりました。その結果、金融収支は9,308百万円（同98.5％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２四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は18,919百万円（前年同四半期比38.0％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5,205百万円（同

97.1％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5,638百万円（同76.2％

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２四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162,366百万円の増加（前年同四半期は23,899百万円の減少）となったこと

等から、前連結会計年度末に比べ57,035百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には91,668百万円となりまし

た。 

当第２四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46,369百万円（前年同四半期は8,714百万円の使用）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162,366百万円の増加（同23,899百万

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106,964百万円

の増加（同10,931百万円の減少）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60,724百万円の獲得（同21,753百万円の獲得）となったことであり、主な

マイナス要因は、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163,300百万円の増

加（同47,000百万円の減少）となったこと及び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110,809百万円の使用（同46,014百万円の使用）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5,906百万円（前年同四半期は906百万円の使用）となりました。これは、親 

会社への「貸付けによる支出」が5,100百万円（前年同四半期の支出はございません。）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16,120百万円（前年同四半期は4,177百万円の獲得）となりました。これは、

「短期借入金の純増減額」が16,554百万円の増加（同4,600百万円の増加）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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,673,128 91,668,464

預託金 838,165,752 1,016,465,752

顧客分別金信託 757,000,000 920,300,000

その他の預託金 81,165,752 96,165,752

トレーディング商品 2,700,730 4,023,392

商品有価証券等 2,699,802 4,023,109

デリバティブ取引 928 283

約定見返勘定 4,992,484 1,844,826

信用取引資産 444,860,720 550,672,507

信用取引貸付金 414,194,116 521,018,189

信用取引借証券担保金 30,666,604 29,654,318

有価証券担保貸付金 105,845 －

借入有価証券担保金 105,845 －

立替金 83,226 380,452

募集等払込金 － 37,749

短期差入保証金 7,570,722 19,270,564

関係会社短期貸付金 52,900,000 58,000,000

前払費用 391,532 238,709

未収収益 5,266,125 6,042,290

繰延税金資産 249,278 694,561

その他 3,829,673 5,771,247

貸倒引当金 △99,837 △315,286

流動資産合計 1,395,689,382 1,754,795,231

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 731,898 756,100

工具、器具及び備品（純額） 436,096 489,323

土地 1,774,345 1,774,345

リース資産（純額） 1,336,710 1,117,307

有形固定資産合計 4,279,051 4,137,077

無形固定資産   

借地権 121 121

ソフトウエア 6,992,684 6,712,973

ソフトウエア仮勘定 976,847 1,145,547

リース資産 142,091 109,103

その他 9,905 9,700

無形固定資産合計 8,121,650 7,977,446

投資その他の資産   

投資有価証券 4,277,287 3,651,884

出資金 8,210 8,210

長期差入保証金 706,062 773,378

長期前払費用 3,360 2,324

繰延税金資産 1,191,897 1,089,357

その他 2,900,298 2,537,872

貸倒引当金 △2,676,755 △2,440,212

投資その他の資産合計 6,410,362 5,622,815

固定資産合計 18,811,064 17,737,339

資産合計 1,414,500,446 1,772,532,570



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 1,390 6,994

デリバティブ取引 1,390 6,994

信用取引負債 249,114,736 244,117,059

信用取引借入金 146,284,242 131,711,940

信用取引貸証券受入金 102,830,494 112,405,118

有価証券担保借入金 135,608,693 196,227,618

有価証券貸借取引受入金 135,608,693 196,227,618

預り金 436,300,616 598,655,651

受入保証金 363,760,729 470,725,516

有価証券等受入未了勘定 87,663 1,192

短期借入金 70,845,537 87,400,000

リース債務 851,722 841,366

未払金 2,228,821 7,267,980

未払費用 2,666,968 2,457,394

未払法人税等 597,294 2,288,557

前受金 1,101,942 728,930

その他 － 285,408

流動負債合計 1,263,166,117 1,611,003,673

固定負債   

リース債務 725,780 468,069

長期預り保証金 29,869 29,854

繰延税金負債 900 －

資産除去債務 255,843 262,358

固定負債合計 1,012,394 760,283

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 4,065,125 5,473,760

特別法上の準備金合計 4,065,125 5,473,760

負債合計 1,268,243,637 1,617,237,716

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 37,791,364

株主資本合計 145,641,385 155,032,550

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 4,557

為替換算調整勘定 423,892 257,746

その他の包括利益累計額合計 560,906 262,303

少数株主持分 54,517 －

純資産合計 146,256,809 155,294,854

負債純資産合計 1,414,500,446 1,772,532,570



(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２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 9,052,230 22,467,547

委託手数料 6,520,131 17,783,457

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

112,982 295,621

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

544,549 1,927,312

その他の受入手数料 1,874,566 2,461,155

トレーディング損益 2,961,484 3,972,392

金融収益 6,057,376 11,362,526

その他の営業収益 138,312 158,925

営業収益計 18,209,402 37,961,392

売上原価   

金融費用 1,368,376 2,054,265

その他 41,314 43,274

売上原価合計 1,409,690 2,097,540

純営業収益 16,799,712 35,863,851

販売費及び一般管理費   

取引関係費 2,640,536 5,205,691

人件費 2,189,724 1,905,517

不動産関係費 2,287,717 2,342,811

事務費 3,200,908 5,638,968

減価償却費 1,771,092 1,829,182

租税公課 149,307 214,683

貸倒引当金繰入れ 33,129 193,554

その他 1,439,685 1,588,856

販売費及び一般管理費合計 13,712,102 18,919,264

営業利益 3,087,609 16,944,587

営業外収益   

受取利息 317 229

受取配当金 50,356 4,007

投資事業組合運用益 110,061 －

その他 36,344 31,333

営業外収益合計 197,080 35,570

営業外費用   

支払利息 327 240

持分法による投資損失 29,261 30,481

投資事業組合運用損 85,465 64,491

その他 13,139 8,616

営業外費用合計 128,194 103,829

経常利益 3,156,495 16,876,328



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 2,221 199,162

関係会社株式売却益 － 200,210

金融商品取引責任準備金戻入 891,367 －

特別利益合計 893,589 399,372

特別損失   

固定資産除却損 39,154 －

投資有価証券評価損 57,263 －

金融商品取引責任準備金繰入れ － 1,408,634

特別損失合計 96,418 1,408,634

税金等調整前四半期純利益 3,953,666 15,867,066

法人税、住民税及び事業税 981,512 6,741,206

法人税等調整額 554,556 △269,977

法人税等合計 1,536,068 6,471,229

少数株主損益調整前四半期純利益 2,417,597 9,395,837

少数株主利益 4,280 4,672

四半期純利益 2,413,317 9,391,164



(四半期連結包括利益計算書) 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,417,597 9,395,837

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △223,597 △132,456

持分法適用会社に対する持分相当額 △115,208 △166,145

その他の包括利益合計 △338,806 △298,602

四半期包括利益 2,078,791 9,097,234

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,074,511 9,092,562

少数株主に係る四半期包括利益 4,280 4,672



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,953,666 15,867,066

減価償却費 1,793,648 1,853,717

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,773 △21,093

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △891,367 1,408,634

固定資産除却損 39,154 －

投資有価証券評価損益（△は益） 57,263 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,221 △199,162

関係会社株式売却損益（△は益） － △200,210

受取利息及び受取配当金 △6,108,050 △11,366,763

支払利息 1,368,703 2,054,506

為替差損益（△は益） 1,311,722 △451,508

持分法による投資損益（△は益） 29,261 30,481

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 47,000,000 △163,300,000

その他の預託金の増減額（△は増加） － △15,000,000

短期差入保証金の増減額（△は増加） 7,634,246 △11,699,841

トレーディング商品の増減額 △4,863,622 1,830,600

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △46,014,692 △110,809,463

受入保証金の増減額（△は減少） △10,931,766 106,964,787

預り金の増減額（△は減少） △23,899,718 162,366,692

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
減額

21,753,465 60,724,770

その他 △2,234,164 △894,529

小計 △10,045,243 39,158,683

利息及び配当金の受取額 5,592,104 10,648,993

利息の支払額 △1,368,799 △2,028,789

法人税等の支払額 △2,892,429 △1,409,352

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,714,368 46,369,535

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 △42,147 △155,410

無形固定資産の取得による支出 △1,223,145 △1,362,013

投資有価証券の売却等による収入 255,525 434,485

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 322,914

貸付けによる支出 － △5,100,000

貸付金の回収による収入 5,571 12,354

その他 97,548 △58,705

投資活動によるキャッシュ・フロー △906,647 △5,906,374

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） 4,600,000 16,554,462

リース債務の返済による支出 △422,867 △433,795

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,177,132 16,120,667

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,311,722 451,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,755,604 57,035,336

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 51,376,750 91,668,464



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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