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目次 ソフトバンク（株）の純粋持株会
社化に伴う事業再編成を受けて、
ソフトバンク（株）管理本部がソ
フトバンク・ファイナンス（株）と
して独立。金融関連分野におけ
る事業活動を統括する事業持株
会社となる。

ベンチャーズ・インキュベーショ
ン事業を行う事を目的として、ソ
フトバンク・インベストメント（株）
（現SBIホールディングス株式会
社、以下「SBI」）を設立。

モーニングスター（株）がナスダッ
ク・ジャパン市場（現：大証ヘラク
レス）に上場。

イー・トレード（株）（現SBIホー
ルディングス（株））がナスダック・
ジャパン市場（現：大証ヘラクレス）
に上場。

SBIがナスダック・ジャパン市場
（現：大証ヘラクレス）に上場。

ソフトバンク・フロンティア証券
（株）（ワールド日栄証券と合併後、
SBI証券（株）に商号変更）がナスダッ
ク・ジャパン市場（現：大証ヘラク
レス）に上場。

SBIが東京証券取引所市場第一
部に上場。

SBIが大阪証券取引所市場第一
部に上場。

SBIがイー・トレード（株）（現SBIホー
ルディングス（株））と合併し、事
業持株会社としてイー・トレード
証券（株）他を子会社とする。以後、
SBIを中核会社とする事業再編
を加速。

ファイナンス・オール（株）が大証
ヘラクレス市場に上場。

ワールド日栄証券（株）（旧SBI証
券（株））を買収し、子会社とする。

ベリトランス（株）（現SBIベリト
ランス（株））が大証ヘラクレス市
場に上場。

イー･トレード証券（株）（現（株）
SBI証券）がJASDAQ市場に上場。

公募増資によりソフトバンク（株）
の持株比率が低下し、ソフトバ
ンク（株）の連結子会社から持分
法適用関連会社に変更。

ソフトバンク・インベストメント
（株）からSBIホールディングス
（株）に商号変更。会社分割に
より、アセットマネジメント事業
をソフトバンク・インベストメン
ト（株）（旧SBIベンチャーズ（株））
に移管し、持株会社体制へ移行。

SBIホールディングス（株）がSBI
パートナーズ（株）及びファイナ
ンス・オール（株）を合併。

株式交換により旧SBI証券（株）
を完全子会社化。

SBIフューチャーズ（株）が大証
ヘラクレス市場に上場。

モーニングスター（株）の子会社
であるゴメス・コンサルティング
（株）が大証ヘラクレス市場に
上場。

主要株主であるソフトバンク（株）
の子会社がSBIホールディング
ス（株）の全株式を売却したこと
により、ソフトバンク（株）の持分
法適用関連会社より除外となる。

SBIイー・トレード証券（株）（現（株）
SBI証券）の韓国における子会 
社E*TRADE Korea Co., Ltd.
が韓国取引所のKOSDAQ市場
に上場。

SBI証券（株）はSBIイー・トレー
ド証券（株）（現（株）SBI証券）を
存続会社として合併。

株式交換により（株）SBI証券を
完全子会社化。
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ソフトバンク（株）の出資比率の推移

このアニュアルレポートに記載されている、SBIホー

ルディングス株式会社および連結子会社の現在の計

画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実のないも

のは、将来の業績に関する見通しであり、これらは

各資料発表時点においてSBIホールディングスの経

営方針により、入手可能な情報およびSBIホールディ

ングスが合理的であると判断した一定の前提に基

づいて作成したものです。従って、主要市場におけ

る経済情勢やサービスに対する需要動向、為替相場

の変動など、さまざまな要因の変化により、実際の

業績は記述されている見通しとは、異なる結果とな

り得ることをご承知おきください。さらに、本アニュ

アルレポートの内容はいずれも税務・法務・財務面で

の専門的な助言を含むものではありません。また、

SBIホールディングスへの投資の勧誘を企図するも

のではありません。

見通しに関する注記事項
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 ● コミュニティサイト「SBIマネーワールド」のサービス開始

● 中国の山東省　坊市（イボウシ）人民政府と提携し、合弁会
社設立を目的とする包括的提携を前提とした合作意向書に
調印

● 投資信託における『手数料革命』を目指す「SBIファンドバン
ク（株）」を設立

● ベトナム最大のハイテク企業FPT社（The Corporation for 
Financing and Promoting Technology）と提携、ベトナ
ム通貨建て投資ファンドとファンドマネジメント会社の共同
設立に合意

● みずほ証券（株）とのジョイントベンチャーを通じた環境・エ
ネルギー関連分野を対象とする投資ファンドの運営を発表

● SBIウェルネスバンク（株）が世界最高水準のアンチエイジン
グ医療機関「クリニック・ラ・プレリー社（スイス）」と提携、会
員制医療サービス事業への参入を発表

● SBIジャパンネクスト証券（株）へ証券会社5社が各5.0%ず
つ資本参加し、ジャパンネクストPTSが取引開始

● 清華ホールディングスと合弁で中国にアセットマネジメント
カンパニー「SBI&TH（Beijing）Venture Capital 
Management Co.,Ltd.」を設立

 ● インターネット専業銀行「住信SBIネット銀行（株）」が営業免
許取得・営業開始

● 投資用マンション開発を手掛ける（株）リビングコーポレー
ションの株式を取得し、子会社化

● SBI証券（株）がSBIイー・トレード証券（株）を存続会社として
合併

● 中国トップクラスのIT企業グループ北京青鳥と投資ファンド
の共同設立に合意

 ● 慶應義塾とアジアの大学発ベンチャー支援に向けて協働す
ることで合意

● SBI大学院大学が文部科学省より設置認可を取得

● オートバイテル・ジャパン（株）（現「オートックワン（株）」）の
株式を追加取得し、連結子会社化
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● 清華ホールディングスとの投資ファンド共同設立について中
国商務部より最終承認を取得、外資企業との合弁ファンド承
認は北京初の事例

● ロシアのリーディング金融グループIFC METROPOLとロ
シア国内投資ファンドの共同設立で合意

● インターネットに特化した損保「SBI損害保険（株）」が営業開
始（2007年12月営業免許取得）

● 当社とノルウェーの検索テクノロジー会社FAST社との合
弁会社SBI Robo（株）が実名登録のビジネス系専用SNS
「SBI Business」を開始

● 中国の山東省　坊市に駐在員事務所を開設

● SBIジャパンネクスト証券（株）が運営する「ジャパンネクスト
PTS」の夜間取引時間を拡大

● （株）シーフォーテクノロジー（2008年8月に「SBIネットシス
テムズ（株）」に商号変更）の株式を取得し、子会社化

● SBIイー･トレード証券（株）での株取引が可能なアプリケー
ションソフトがプリインストールされた携帯電話機「株ケー
タイ SoftBank 920SH YK」が、ソフトバンクモバイル
（株）から発売

● 日本初のネット専業生保「SBIアクサ生命保険（株）」が営業免
許取得・営業開始

● SBIイー･トレード証券（株）が、韓国における子会社E＊TRADE 
Korea Co., Ltd.の株式譲渡を発表

● M&Aブティック、ストラテジック・コンサルティング・グループ
（株）の株式取得を発表

● 中国江蘇省の中新蘇州工業園区置地有限公司と、蘇州工業
園区における不動産開発プロジェクトへの共同投資を目的
として、戦略合作意向協議書を締結

● コスモ石油（株）とSBIアラプロモ（株）を合弁会社としてバイ
オ分野で新事業を手掛ける合弁契約を締結

● SBIウェルネスバンク（株）がスイスのクリニック・ラ・プレ
リー社との日本における独占契約締結

● 中国の招商証券、源裕投資、中信銀行との間で、中国国内投
資ファンド及び4社が共同運営するファンドマネジメントカ
ンパニーの設立で合意

● 韓国を代表する投資企業グループKTIC Holdings 
Corporationの第三者割当による新株式発行引受を発表

● 韓国現代スイスグループと不動産特化型の資産運用会社を
共同設立

● SBIイー・トレード証券（株）が「（株）SBI証券」に商号変更

● 中古車購入者への金融サービス提供を支援する「SBIオート
サポート（株）」を（株）ジェイ・エー・エーとの合弁により設立

● 株式交換により（株）SBI証券を完全子会社化

● 住信SBIネット銀行（株）の預金総額が開業より320日で
4,000億円を突破
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