
平成26年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） 

平成26年２月５日

（百万円未満切捨て）

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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。 

会  社  名 株式会社ＳＢＩ証券 ＵＲＬ http://www.sbisec.co.jp/ 

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） 常務取締役 （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３四半期  56,260  99.5  53,140  103.9  24,946  357.6  24,919  345.0

25年３月期第３四半期  28,194  △3.6  26,059  △3.2  5,451  1.7  5,600  3.0

（注）包括利益 26年３月期第３四半期 13,652百万円 （227.6％） 25年３月期第３四半期 4,167百万円 （29.5％） 

  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３四半期  13,795  257.9  3,985  31 － 

25年３月期第３四半期  3,854  △5.7  1,113  47 － 

  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３四半期  1,993,130  157,909  7.9  45,617  92

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３四半期 157,909百万円 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 00 560 76     

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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に改善が見られるなど、景気は緩やかに回復しつつ

あります。各種政策の効果が発現するなかで家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものとな

ることが期待されています。日経平均株価は、６月には12,000円台まで下落しましたが、円安進行や東京五輪開催

決定などを背景に持ち直し９月には14,000円台となりました。その後、円が104円台の円安水準を付けたことなど

を受け上昇基調に転じ年末にはその年の高値を更新しました。平成25年12月末の日経平均株価は16,291円であり、

平成25年３月末と比較して約30％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３四半期連結累計期間には、253,578口座の新規口座を獲得し、平成25年12

月末の総合口座数は、2,862,294口座、信用取引口座数は、303,666口座となっております。また、預り資産は６兆

8,330億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３四半期連結累計期間の「委託手数料」は25,335百万

円（前年同四半期比145.9％増）となりました。また、信用取引の増加により「金融収益」は17,665百万円（同

93.5％増）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は営業収益56,260百万円（前年同四半期比99.5％増）、営業利益

24,946百万円（同357.6％増）、経常利益24,919百万円（同345.0％増）、四半期純利益13,795百万円（同257.9％

増）となっております。 

当第３四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） 

・当社と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㈱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） 

・国内株式の銘柄検索機能の拡充（平成25年10月） 

・米国株式の発注上限数量の引き上げ（平成25年11月） 

・債券の新規取引で買付額に応じてキャッシュバックを行う「債券新規取引キャンペーン」の実施（平成25年11

月） 

・貸株サービスをリニューアルし、信用取引口座の同時利用が可能となる（平成25年12月） 

・NISA（少額投資非課税制度）口座での取引を開始（平成25年12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３四半期連結累計期間は32,305百万円（前年同四半期比126.7％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25,335百万円（同145.9％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 

株式及び債券の引受け等により465百万円（同113.4％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2,845百万円（同194.2％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3,658百万円（同32.5％増）を計上しております。 

１．当四半期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6,111百万円（前年同四半期比32.8％

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17,665百万円（前年同四半期比93.5％増）、「金融費用」は3,077百万

円（同48.6％増）となりました。その結果、金融収支は14,588百万円（同106.6％増）となっております。 

（販売費及び一般管理費） 

当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は28,193百万円（前年同四半期比36.8％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7,519百万円（同

93.6％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8,534百万円（同64.2％

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３四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287,391百万円の増加（前年同四半期は33,213百万円の増加）となったこと

等から、前連結会計年度末に比べ99,570百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末には134,203百万円となりま

した。 

当第３四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87,965百万円（前年同四半期は40,126百万円の獲得）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287,391百万円の増加（同33,213百万

円の増加）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153,525百万円

の増加（同31,371百万円の増加）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133,650百万円の獲得（同36,024百万円の獲得）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249,300百万円の

増加（同12,000百万円の増加）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218,499百万円の使用（同33,244百万円の使用）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6,231百万円（前年同四半期は4,269百万円の使用）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（同5,000百万円）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14,991百万円（前年同四半期は23,536百万円の使用）となりました。これは、

「短期借入金の純増減額」が15,654百万円の増加（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,673,128 134,203,683

預託金 838,165,752 1,105,386,252

顧客分別金信託 757,000,000 1,006,300,000

その他の預託金 81,165,752 99,086,252

トレーディング商品 2,700,730 4,726,035

商品有価証券等 2,699,802 4,685,011

デリバティブ取引 928 41,023

約定見返勘定 4,992,484 7,857,685

信用取引資産 444,860,720 627,930,103

信用取引貸付金 414,194,116 596,580,967

信用取引借証券担保金 30,666,604 31,349,136

有価証券担保貸付金 105,845 8,812

借入有価証券担保金 105,845 8,812

立替金 83,226 53,133

募集等払込金 － 321,284

短期差入保証金 7,570,722 18,284,504

関係会社短期貸付金 52,900,000 58,000,000

前払費用 391,532 331,264

未収収益 5,266,125 5,813,072

繰延税金資産 249,278 746,452

その他 3,829,673 12,307,328

貸倒引当金 △99,837 △274,237

流動資産合計 1,395,689,382 1,975,695,375

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 731,898 740,836

工具、器具及び備品（純額） 436,096 490,418

土地 1,774,345 1,774,345

リース資産（純額） 1,336,710 912,669

有形固定資産合計 4,279,051 3,918,269

無形固定資産   

借地権 121 121

ソフトウエア 6,992,684 7,130,420

ソフトウエア仮勘定 976,847 407,762

リース資産 142,091 98,193

その他 9,905 9,700

無形固定資産合計 8,121,650 7,646,198

投資その他の資産   

投資有価証券 4,277,287 3,696,561

出資金 8,210 8,210

長期差入保証金 706,062 783,455

長期前払費用 3,360 69,080

繰延税金資産 1,191,897 1,166,843

その他 2,900,298 2,796,337

貸倒引当金 △2,676,755 △2,649,509

投資その他の資産合計 6,410,362 5,870,977

固定資産合計 18,811,064 17,435,446

資産合計 1,414,500,446 1,993,130,821



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 1,390 113,091

商品有価証券等 － 105,400

デリバティブ取引 1,390 7,691

信用取引負債 249,114,736 213,684,853

信用取引借入金 146,284,242 104,425,223

信用取引貸証券受入金 102,830,494 109,259,629

有価証券担保借入金 135,608,693 269,162,305

有価証券貸借取引受入金 135,608,693 269,162,305

預り金 436,300,616 723,680,754

受入保証金 363,760,729 517,286,727

有価証券等受入未了勘定 87,663 －

短期借入金 70,845,537 86,500,000

リース債務 851,722 715,244

未払金 2,228,821 10,093,941

未払費用 2,666,968 3,311,842

未払法人税等 597,294 2,626,969

前受金 1,101,942 1,008,886

その他 － 341,339

流動負債合計 1,263,166,117 1,828,525,954

固定負債   

リース債務 725,780 364,617

長期預り保証金 29,869 29,854

繰延税金負債 900 －

資産除去債務 255,843 263,599

固定負債合計 1,012,394 658,071

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 4,065,125 6,037,661

特別法上の準備金合計 4,065,125 6,037,661

負債合計 1,268,243,637 1,835,221,688

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 67,362,149

利益剰余金 28,400,199 42,195,571

株主資本合計 145,641,385 157,495,649

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 △2,921

為替換算調整勘定 423,892 416,405

その他の包括利益累計額合計 560,906 413,484

少数株主持分 54,517 －

純資産合計 146,256,809 157,909,133

負債純資産合計 1,414,500,446 1,993,130,821



(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３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業収益   

受入手数料 14,250,950 32,305,864

委託手数料 10,303,503 25,335,223

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

218,289 465,892

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

967,324 2,845,955

その他の受入手数料 2,761,832 3,658,792

トレーディング損益 4,602,083 6,111,408

金融収益 9,131,715 17,665,531

その他の営業収益 209,542 177,565

営業収益計 28,194,291 56,260,370

売上原価   

金融費用 2,071,064 3,077,013

その他 63,271 43,274

売上原価合計 2,134,335 3,120,288

純営業収益 26,059,956 53,140,081

販売費及び一般管理費   

取引関係費 3,884,463 7,519,140

人件費 3,082,462 2,821,344

不動産関係費 3,403,287 3,488,897

事務費 5,198,552 8,534,424

減価償却費 2,662,255 2,769,549

租税公課 218,343 313,743

貸倒引当金繰入れ 628 390,284

その他 2,158,222 2,356,512

販売費及び一般管理費合計 20,608,214 28,193,897

営業利益 5,451,741 24,946,184

営業外収益   

受取利息 935 279

受取配当金 53,839 4,136

投資事業組合運用益 208,658 31,366

その他 58,576 57,192

営業外収益合計 322,010 92,975

営業外費用   

支払利息 475 240

持分法による投資損失 48,684 46,385

投資事業組合運用損 107,612 60,216

その他 16,639 12,610

営業外費用合計 173,411 119,452

経常利益 5,600,340 24,919,707



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 673,016 199,162

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 1,564,383 399,372

特別損失   

減損損失 125,764 －

固定資産除却損 39,154 －

投資有価証券売却損 637,244 －

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 － 1,972,536

特別損失合計 859,427 1,972,536

税金等調整前四半期純利益 6,305,296 23,346,543

法人税、住民税及び事業税 1,502,206 9,941,206

法人税等調整額 942,130 △394,707

法人税等合計 2,444,337 9,546,499

少数株主損益調整前四半期純利益 3,860,958 13,800,043

少数株主利益 6,625 4,672

四半期純利益 3,854,333 13,795,371



(四半期連結包括利益計算書) 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,860,958 13,800,043

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 294,273 △139,935

持分法適用会社に対する持分相当額 12,120 △7,486

その他の包括利益合計 306,393 △147,422

四半期包括利益 4,167,351 13,652,621

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,160,726 13,647,949

少数株主に係る四半期包括利益 6,625 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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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 6,305,296 23,346,543

減価償却費 2,697,352 2,794,084

減損損失 125,764 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △122,454 147,154

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △891,367 1,972,536

固定資産除却損 39,154 －

投資有価証券売却損益（△は益） △35,771 △199,162

投資有価証券評価損益（△は益） 57,263 －

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 △9,186,490 △17,669,947

支払利息 2,071,539 3,077,254

為替差損益（△は益） △1,099,768 △2,845,021

持分法による投資損益（△は益） 48,684 46,385

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △12,000,000 △249,300,000

その他の預託金の増減額（△は増加） △5,000,000 △17,920,500

短期差入保証金の増減額（△は増加） △8,053,380 △10,713,782

トレーディング商品の増減額 △1,315,770 △4,778,804

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △33,244,355 △218,499,266

受入保証金の増減額（△は減少） 31,371,357 153,525,997

預り金の増減額（△は減少） 33,213,665 287,391,794

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
減額

36,024,018 133,650,644

その他 △2,323,310 △6,773,890

小計 38,681,429 77,051,810

利息及び配当金の受取額 8,826,409 17,141,942

利息の支払額 △2,026,145 △3,032,800

法人税等の支払額 △5,355,618 △3,195,371

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,126,074 87,965,580

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 △50,000 △40,000

定期預金の払戻による収入 30,000 40,000

有形固定資産の取得による支出 △265,660 △201,907

無形固定資産の取得による支出 △1,924,855 △1,681,802

投資有価証券の売却等による収入 2,820,731 556,079

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 △5,000,000 △5,100,000

貸付金の回収による収入 5,865 12,456

その他 113,924 △138,866

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,269,995 △6,231,126

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 15,654,462

リース債務の返済による支出 △636,482 △663,382

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,536,482 14,991,079

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,099,768 2,845,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,419,364 99,570,555

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 71,551,720 134,203,683



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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