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〈免責事項〉SBIホールディングス株式会社
〒106‒6019 東京都港区六本木一丁目6 番 1号
TEL：03‒6229‒0100
E-mail：inq-ir@sbigroup.co.jp

※ただし、事故等やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。

『復興特別所得税』に関するご案内
　復興財源確保法（略称）が公布され、これに伴い、所得税全体を対
象として、2013年1月から2037年12月までの25年間、基準所得税額
に対し2．1％の『復興特別所得税』が課税されることになりましたので、
ご案内申し上げます。なお、上場株式等の配当等に関する具体的な税
率は、右記の表をご参照願います。

単元未満株式の買取・買増請求のご案内
　当社では2012年10月1日より、単元株式数を100株とする単元株制度を採用いたしました。単元未満株式（1株～99株）をご所有の場
合、「単元未満株式の買取請求」により当社に買取を請求し売却することができます。また、「単元未満株式の買増請求」により、当社から
単元株式数（100株）に不足する数の株式を買い増して、100株単位とすることもできます。この制度をご利用になる場合、証券会社の口
座に記録された株式をお持ちの株主様は、お取引の証券会社へお問合せください。特別口座に記録された株式をお持ちの株主様は、上記
「株主メモ」に記載のみずほ信託銀行証券代行部へお問合せください。

※右記税率は源泉徴収が行われる場合の税率です。なお、内国法人の場合は住民税
が徴収されません。発行済株式の総数等の3％以上に相当する数または金額の株
式等を有する個人の大口株主様につきましては、別の税率となりますので、ご注意く
ださい。詳細につきましては、所轄の税務署にお問合せください。

この報告書に記載されている、SBIホールディングス（株）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（株）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（株）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。したがって、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、様々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。

事業年度
定時株主総会
単元株式数
基準日
期末配当の基準日
株主名簿管理人および特別口座管理機関
郵便物送付先
電話お問い合わせ先
公告方法
公告掲載 URL

毎年 4月1日から翌年 3月31日まで
毎年 6月
100 株
毎年 3月31日　その他必要あるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。
毎年 3月31日
東京都中央区八重洲一丁目2 番 1号　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
〒168‒8507 東京都杉並区和泉ニ丁目8 番 4号　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
0120‒288‒324（フリーダイヤル）　受付時間  9：00 ～17：00（土・日・祝日を除く）
電子公告により行う。
http://www.sbigroup.co.jp/investors/koukoku/

上場株式等の
配当等に係る
税 金 と 税 率

所得税

住民税

7.147%

3%

10.147%
【軽減税率】

2013年

15.315%

5%

20.315%

2014年～2037年

合　計

25年間基準所得税額に対し、
2.1％の付加税が上乗せされます

■ 復興特別所得税を加算した上場株式等の配当等に係る税金

2012年4月1日～2013年３月31日
【証券コード：8473】
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株主の皆さまへ1

好転する事業環境を追い風に、
攻めの経営へ

SBI ホールディングス株式会社
代表取締役 執行役員社長

事業環境および連結業績について

　株主の皆さまには、平素より格別のご理解とご支援を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　当社は、当期（2013年3月期）第1四半期より、2011年4月に香港証券取引所へ上場した際の公約であった国際会計基準（IFRS）を導入
し、主要事業区分を「金融サービス事業」「アセットマネジメント事業」「バイオ関連事業」の3事業とする事業運営へと移行いたしました。
　当社の業績に大きな影響を与える国内外の株式市場は、国内においては昨年11月を境に株価は上昇に転じており、本年1月からの信用
取引に係る規制緩和も相まって、当第4四半期（2013年1～3月）の主要3市場（東京・大阪・名古屋）合計の個人株式委託売買代金は、第
3四半期（2012年10～12月）の2.4倍という高水準となり、2013年4月以降も活況が続いています。また国内における株式の新規上場社数
は前年度を17社上回る54社となり、引き続き回復基調にあります。一方海外においては、一部の新興国の経済成長が鈍化しており、株式の
新規上場社数も減少基調が続いておりますが、米国経済が緩やかに回復を続けているなど、明るい兆しも見え始めています。
　このような事業環境の中、当社の当期（2012年4月～2013年3月）の連結業績は、営業収益（売上高）1,535億円（前期比13.5％減）、
営業利益166億円（同5.4％減）、税引前利益142億円（同8.9％減）、親会社の所有者に帰属する当期利益32億円（同955.9%増）となり
ました。前期（2011年4月～2012年3月）には、組織再編実施による旧SBIベリトランスの売却益（102億円）、IFRS導入に伴い連結対象と
して扱われたVSNの売却益（58億円）などの特殊要因が含まれるため、実質的には前期比で増収増益を達成しています。

配当金について

　当社は、配当政策の基本方針として、年間配当金について最低配
当金額として1株当たり10円の配当を実施することとし、持続的な成
長のための適正な内部留保の水準、当面の業績見通し等も総合的に
勘案し、更なる利益還元が可能と判断した場合には、その都度引き上
げることを目指しています。この基本方針のもと、当期の１株当たり配当
金は普通配当10円とさせていただきました。

※1 2012年10月1日付けで当社株式1株につき10株に分割する株式分割を実施しており、分割前では100円に相当します。
※2 前期の1株当たり配当金は実績値にて記載しています。比較の観点から2012年10月1日付けで実施した株式分割比率で調整した場合、前期の1株当たり配当金は10円に相当します。

すべての事業分野で攻めの経営へ

　国内金融サービス事業のうち、SBI証券においては2012年12月以降活況が続く株式市場を追い風に、新規口座開設数は2013年に
入り平均月3万口座のペースで推移しており、また2014年1月開始予定の「少額投資非課税制度（日本版ISA、愛称「NISA」）」の口座開
設の予約申込も順調に増加するなど、顧客基盤が急拡大しています。さらにSBIアセットマネジメントが商品化した投資信託商品「EXE-i」
（2013年4月募集開始）といった長期投資、積立投資に適した新商品の販売を開始したほか、富裕層顧客の更なる拡大を目指しSBIマ
ネープラザとの連携強化や法人営業の増強を図るなどの施策を次 と々実行しております。住信SBIネット銀行は2013年5月にネット専業銀
行初となる預金残高2兆9,000億円を突破し、今後も予想される預金残高増に対応すべく、運用の安定化・多様化に向けた取り組みを進
めています。保険事業においては、SBI損保は保有契約件数を順調に拡大させているほか、2013年3月には死亡保険、医療保険を扱う少
額短期保険業者であるいきいき世代株式会社の株式を取得し連結子会社とするなど、少額短期保険事業の分野にも注力しています。ま
た、SBIモーゲージも【フラット35】融資実行件数シェアが3年連続で全330取扱金融機関中1位（※3）となり、今後は主力である【フラット
35】に加えて多様な商品の開発・提供を通して、住宅ローン需要の更なる取り込みを図ってまいります。

医薬品の研究開発ネットワークの拡大と海外展開を加速するALA関連事業

　ALA（5‐アミノレブリン酸）関連の医薬品について、国内では2013年3月に悪性神経膠腫の経口体内診断薬「アラグリオ®」がALAを
利用した医薬品第1号として製造販売承認を取得し、膀胱がんの術中診断薬のフェーズⅢ治験も終了しています。また、英国ではがん化学
療法による貧血治療薬のフェーズⅠ臨床試験が始まっており、フェーズⅡに入り次第米国でもフェーズⅡから臨床試験を開始する予定になっ
ています。このほかにもALAを用いた研究開発等は国内外90におよぶ大学・病院等において様々な病気の分野で進行しており、中でも
バーレーンでは、中東におけるALA関連事業（創薬開発、臨床研究、製造、輸出等）の拠点として事業体制を着 と々構築しています。

　好転した事業環境の中、全事業分野で攻めの姿勢で経営を推進し、当社事業の発展と企業価値の向上へ向けて、全役職員一同
尽力してまいる所存でございます。
　株主の皆さまにおかれましては、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

次なるステージへ移行する海外事業

　アセットマネジメント事業の海外投資事業は、これまでは当社と現地パートナーとの共同出資により1号ファンドを組成・運用するス
テージでしたが、今後は外部出資者を募ることでより大規模な2号ファンドを組成し、今後期待される各国マーケットの回復および更な
る上昇に対応できる投資体制を構築していきます。そのために各海外拠点にファンド募集専門の人員を配置するほか、国内において
も当社グループが有する国内法人ネットワークを活用するなど、新ファンドへの外部出資者の募集体制を強化しています。また、ロシア
のYARバンク（旧オビバンク）では2013年10月のネットバンキングのサービス提供開始を目指した開発が本格化するなど海外金融
サービス事業の深化も進んでいます。なお、投資先の有力バイオベンチャー企業である米国アキュセラ社が2013年内のIPOを予定
しています。

※3 SBIモーゲージ調べ。【フラット35（保証型）】を含む。

1株当たりの配当金

2013年3月期（※1）

2012年3月期（※2）

－

－

10円

100円

10円

100円

中間 期末 年間
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決算ハイライト（国際会計基準（IFRS）に準拠）2 セグメント別業績の概況 3

（前期比 3.8％ 増）

（前期比 78.5％ 増）

金融サービス事業

営業収益 113,340百万円

18,741百万円税引前
利益

百万円税引前
利益

百万円▲税引前
利益

72.8％

営業収益
構成比率

（前期比 104.3％ 増）

（前期比 －）

バイオ関連事業

営業収益 970百万円

3,900

（前期比 43.2％ 減）

（前期比 69.6％ 減）

アセットマネジメント事業

営業収益 32,202百万円

5,450

0.6％

営業収益
構成比率

※ 投資用収益物件の開発と販売を行う事業およびインターネットによる仲介サービスサイトの運営等を行う住宅不動産関連事業などは報告セグメントに含まれない「その他」の区分に集計しています。
※1 日本会計基準に基づく

　SBI証券の営業収益は前期比37億円増（※1）となりました。とりわ
け、2012年末からの好調な市場環境に、2013年1月からの信用
取引に係る規制緩和も相まって、第4四半期は大幅に業績が拡大
しています。SBI損保の元受収入保険料は前期比52億円増と順
調に拡大しており、SBIマネープラザ（2012年6月営業開始）、SBI
ジャパンネクスト証券（同9月連結子会社化）は営業利益の通期黒
字化（※1）を達成しました。また持分法適用会社の住信SBIネット銀
行も、2013年5月には預金残高が2兆9,000億円を突破し、順調
に業容を拡大しています。

　有望投資先の順調な企業価値向上に加え、当下期（2012年
10月～2013年３月）は相場環境が大きく好転したこともあり、
一部の非上場株式で大幅な評価引き下げを行ったにも関わらず、
下期業績（営業収益185億円、税引前利益50億円）は上期
（営業収益137億円、税引前利益5億円）に対して大幅な増収増
益となり、通期でも営業収益322億円、税引前利益55億円となり
ました。

　SBIファーマは2013年3月にALA（5-アミノレブリン酸）を利用し
た医薬品第1号である悪性神経膠腫の経口体内診断薬「アラグ
リオ®」の製造販売承認を取得したほか、膀胱がんの術中がん診
断薬、英国でのがん化学療法による貧血治療薬などの研究開発
が順調に進捗しています。また、SBIバイオテックは2012年12月に
米国クォーク社を完全子会社化しており、経営資源を統合して研
究開発力の強化、効率化を図り、双方が保有する有望なパイプラ
イン等の研究開発を加速させ、2014年内の公開に向けて準備を
進めています。

※1 証券会社特有の資産・負債勘定の影響を考慮した実質的な親会社所有者帰属持分比率
※2 当社は、2012年10月1日付で株式1株につき10株の分割を行っており、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を基に計算、表記しています。

’12.3期

177,409
153,476

’13.3期

営業収益（百万円）

各期末当社株式東証終値

各期末1株当たり
親会社の所有者に帰属する持分

PBR =

（2013年3月末当社株式東証終値 : 831円）

’12.3期

17,530 16,577

’13.3期

営業利益（百万円）

’12.3期

15,600 14,213

’13.3期

税引前利益（百万円）

当期利益（百万円）

’12.3期

303

3,202

’13.3期

当期利益のうち
親会社の所有者への帰属分（百万円）

実質的親会社所有者帰属持分比率
親会社所有者帰属持分比率

17.9
12.2

37.1

22.9

’12.3期 ’13.3期

実質的親会社所有者帰属持分比率※1（％）

親会社所有者帰属持分比率（％）

0.6 0.6

’12.3期 ’13.3期

PBR（1株当たり親会社所有者帰属
持分倍率）※2（倍）

’12.3期

1,655,568

2,494,387

’13.3期

資産合計（百万円）

20.7％

営業収益
構成比率

当社は2013年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）に基づく開示を開始しており、2012年3月期の連結業績はあくまで国際会計
基準（IFRS）での業績比較のために作成したものです。

’12.3期

6,962

’13.3期

2,762
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特集 : 中東バーレーンから世界を目指すALA関連事業4

中東バーレーンから世界を目指すALA関連事業
　ペルシア湾地域におけるビジネス・金融の中心地でかつ、サウジアラビア、クウェート、カタールといった中東の巨大経済圏への
玄関口と位置づけられるバーレーン。当社および当社の子会社であるSBIファーマは、この地をバイオ事業の1つであるALA（5-アミノ
レブリン酸）関連事業の重要拠点と位置づけ、積極的に事業を展開しています。

　産油国であるバーレーンは、近年、産業の多角化を図るため、国策として石油
に代わる産業育成や海外企業の誘致に積極的に取り組んでいます。また、バー
レーンをはじめとする中東諸国は生活習慣病患者の比率が高いという問題を
抱えております。こういった背景と国内にとどまらず海外でもALAに関する研究
開発で積極的な展開を図る当社の戦略が合致し、2012年4月にバーレーン政
府とSBIファーマの間で、バーレーン国内とGCC（※1）域内におけるALAの研究
開発とその普及について緊密に協力して推進することで合意し、覚書を締結い
たしました。これを皮切りに、現地駐在員事務所の開設やバーレーンにおける大
学病院を含む様々な医療機関での共同臨床研究など、当地を中東・北アフリカ
地域（MENA）におけるALA応用の中心的な研究開発拠点として活動を行っ
ています。

※1 バーレーンが加盟する中東・アラビア湾岸地域における地域協力機構（湾岸協力会議）の略称
※2 ALAを服用した後の尿や血液中に含まれるポルフィリン類（ALAが体内で変化した物質）の量を測り、がんの有無を診断する技術。がん細胞の異常な特性によって、ポルフィリン類はがん細胞に過剰に

蓄積し、尿や血液中にもあふれ出てくることが分かっている。

　臨床研究の準備が進む一方で、すでに販売認可が下りている健康食品『NatuALA 
ONE』（※3）シリーズの普及や、来る医薬品の製品化に向けたバーレーン国内での体制
構築にも着手しています。
　2012年9月にはKing Hamad University Hospitalからの研修生に対して、ALAを
使用したがん検診のための光力学検査導入に向けた技術研修を実施しました。2013年
3月にバーレーン開発銀行（The Bahrain Development Bank）と事業推進に関す
る基本合意書を締結し、当地での事業に関わる現地法律やファイナンス面での助言
やサポートを受けています。また、傘下に輸入会社やショッピングモール運営会社などを
有するDawani Groupと合弁会社を設立し、同グループの持つ中東でのリテールビジ
ネスのノウハウを活かした、バーレーンをはじめとする中東地域でのALA製品の販売拡
大に向けて準備を進めています。
　また、バーレーンの政府系投資機関であるMumtalakat Holdingと共同で当地に
ALA含有製品の製造工場の建設も検討しており、本格的な普及に向け、政府や現地
パートナーとともに様々な角度から精力的に事業を推進しています。

　ALAの研究開発、普及においてバーレーンを中東・北アフリカ地域の、さらには海外
展開の拠点とすべく、ALA事業をバーレーン政府と緊密な連携をとりながら推進し、SBI
グループの収益の大きな柱の1つとすべく展開してまいります。

※3 2012年4月にバーレーン国内、10月にはアラブ首長国連邦（UAE）での販売認可を取得

2013年3月 バーレーン大使館主催で開かれた「ビジネス・レセプション」
での調印式

　現在、バーレーン国内の4つの医療機関ではALAを利用した医薬品の臨床研
究を予定しています。糖尿病の臨床研究についてはバーレーン国防軍病院糖尿
病診療科、バーレーン医科大学、湾岸諸国立大学Arabian Gulf Universityの
附属病院と、大腸がんのALAを利用した光力学検査（※2）の臨床研究に関して
は、King Hamad University Hospitalおよびバーレーン医科大学と共同で早
期実施に向けて着 と々準備を進めています。
　なかでも、湾岸諸国立大学Arabian Gulf Universityは湾岸協力会議6カ国
（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン）
により所有・出資・運営されている湾岸諸国で最も長い医学教育の歴史を持つ
医学系総合大学で、この地域への影響力が大きい最重要医療機関の1つとなっ
ています。

2012年４月 バーレーン国王御前で行われた同国王子様との調印式

ア　ラ

糖尿病の臨床研究を行う湾岸諸国立大学 Arabian Gulf University

2013年3月 バーレーンで開催された第1回国際糖尿病シンポジウムにSBI
ファーマが参加し、ブースを出展

バーレーン政府からのバックアップ

複数の医療機関で準備が進む臨床研究

ALA製品の普及体制の構築

オマーン

イラン

カタール

サウジ
アラビア

アラブ首長国連邦

Column

　ペルシア湾の中央に位置する大小33の島からなる島国。地理的な特徴を活
かし、産業の多角化と中東における金融センター化を推進している。安定した経
済情勢に加え、海外企業誘致にも積極的で、2000年代以降、金融サービスや
建設業等を中心に高い経済成長を続けている。

バーレーン王国
Kingdom of Bahrain バーレーン
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連結財務諸表（国際会計基準（IFRS）に準拠）（※1）5

連結財政状態計算書（百万円）
前期末
2012.3.31

当期末
2013.3.31科目

159,833

180,385

663,066

166,652

160,490

990,208

13,086

121,951

10,548

29,097

18,529

9,462

64,502

37,101

20,866

1,655,568

133,362

412,477

846,445

164,935

422,265

1,433,645

26,694

119,268

57,209

35,689

36,355

10,517

185,581

29,928

13,662

2,494,387

資産

 現金及び現金同等物 

 営業債権及びその他の債権 

 証券業関連資産

  預託金 

  信用取引資産 

  その他の証券業関連資産 

   証券業関連資産計 

 その他の金融資産

 営業投資有価証券 

 その他の投資有価証券 

 持分法で会計処理されている投資 

 投資不動産 

 有形固定資産

 無形資産 

 その他の資産

 繰延税金資産

資産合計  

連結損益計算書（百万円）
前期

2011.4.1～2012.3.31
当期

2012.4.1～2013.3.31科目

営業収益 

営業費用

 営業原価 

 金融費用

 販売費及び一般管理費

 その他の費用 

 営業費用合計

持分法による投資利益 

  営業利益

その他の金融収益・費用

 その他の金融収益 

 その他の金融費用 

 その他の金融収益・費用合計 

  税引前利益

法人所得税費用 

  当期利益

当期利益の帰属

  親会社の所有者 

  非支配持分

前期末
2012.3.31

当期末
2013.3.31科目

285,188

39,073

113,002

76,593

331,489

289,405

123,342

933,831

-

4,847

29,916

4,937

5,871

1,303,663

81,665

160,471

▲ 3,180

▲ 1,363

58,930

296,523

55,382

351,905

1,655,568

344,360

48,894

153,612

135,609

387,310

372,440

255,634

1,304,605

376,177

2,192

35,371

15,430

6,823

2,133,852

81,668

160,550

▲ 5,117

6,196

60,002

303,299

57,236

360,535

2,494,387

負債

 社債及び借入金 

 営業債務及びその他の債務

 証券業関連負債

  信用取引負債 

  有価証券担保借入金 

  顧客からの預り金

  受入保証金 

  その他の証券業関連負債 

   証券業関連負債計 

　顧客預金

 未払法人所得税 

 その他の金融負債 

 その他の負債

 繰延税金負債 

負債合計 

資本

 資本金 

 資本剰余金 

 自己株式 

 その他の資本の構成要素 

 利益剰余金 

 親会社の所有者に帰属する持分合計 

 非支配持分 

資本合計 

負債・資本合計 

POINT   1 資産合計/営業債権及びその他の債権/証券業関連資産
　現代スイス貯蓄銀行（2013年7月にSBI貯蓄銀行に変更予定）グループの連結子会社化（2013年3月）に伴い、同グループの保有す
る営業債権及びその他の債権等が加わり、4,497億円の資産合計増加の要因となりました。
　さらに、2012年末以降の急速な株式市況の回復に伴い、SBI証券の顧客による取引が増大したため、預託金等からなる証券業関連
資産が前期から4,434億円増の14,336億円となりました。
　この2点が、資産合計が大幅に拡大した主な要因です。 

POINT   2 営業収益
　前期には、組織再編の実施による旧SBIベリトランスの売
却益（102億円）や、アセットマネジメント事業で投資育成のた
めに取得した企業のうちIFRS導入に伴い連結対象として扱わ
れたVSNの売却益（58億円）といった特殊要因が含まれてお
り、この影響を除くと実質的には前期比で増収増益となります。

POINT   3 営業活動によるキャッシュ・フロー
　2012年末以降の急速な株式市況の回復に伴い、SBI証
券の自己資金による信用取引貸付が大幅に増加したこと等が
主な要因となり、当期の営業活動によるキャッシュ・フローはマイ
ナスとなっていますが、この要因を除けば実質的には353億円
のプラスとなります。

177,409

▲ 73,766

▲ 5,229

▲ 74,092

▲ 7,017

▲ 160,104

225

17,530

504

▲ 2,434

▲ 1,930

15,600

▲ 12,838

2,762

303

2,459

153,476

▲ 55,275

▲ 4,612

▲ 75,231

▲ 2,339

▲ 137,457

558

16,577

604

▲ 2,968

▲ 2,364

14,213

▲ 7,251

6,962

3,202

3,760

連結包括利益計算書（百万円）
前期

2011.4.1～2012.3.31
当期

2012.4.1～2013.3.31科目

当期利益 

その他の包括利益

 在外営業活動体の換算差額

 FVTOCIの金融資産 

 キャッシュ・フロー・ヘッジ 

 持分法適用会社における
 その他の包括利益に対する持分

  税引後その他の包括利益

  当期包括利益 

当期包括利益の帰属

  親会社の所有者

  非支配持分

2,762

▲ 1,236

▲ 397

▲ 2

▲ 201

▲ 1,836

926

▲ 1,564

2,490

6,962

7,181

▲ 250

49

1,398

8,378

15,340

10,839

4,501

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）（百万円）
前期

2011.4.1～2012.3.31
当期

2012.4.1～2013.3.31科目

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物に係る
為替変動による影響

現金及び現金同等物の期末残高

9,818

▲ 16,021

7,387

1,184

160,398

▲ 1,749

159,833

▲ 36,984

▲ 19,060

25,699

▲ 30,345

159,833

3,874

133,362

※1 当社の連結財務諸表は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成されています。また、当期との比較のため、前期の数値も国際会計基準（IFRS）ベースに置き換えて表記しています。
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会社概要・株式の状況6 サービスのご紹介 7

2014年から2023年の10年間、毎年100万円の投資に対して5年間非課税になります。※2

SBI証券

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

NＩＳＡ（ニーサ）のご利用にはNＩＳＡ口座が必要です。NＩＳＡ口座の開設はSBI証券へ ！

https://www.sbisec.co.jp/

会社概要

役員

株式の状況

所有者別株式分布状況

大株主

株主名 持株数
（株） 

持株比率
（％）

（上位10名）

個人・その他 35.4%

金融機関 17.8%
外国法人等 40.6%

自己株式 3.3%その他国内法人 0.9%
証券会社 1.7%

※持株比率は自己株式を控除して計算しています。

社名

英文表記

本社

事業内容

設立

資本金

従業員数

SBI ホールディングス株式会社

SBI Holdings, Inc.

東京都港区六本木一丁目6番1号

株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

1999年7月8日

816億68百万円

連結5,007名　単体220名

発行可能株式総数

発行済株式総数

株主数

シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口）
サジヤツプ
ドゥチェ モルガン グレンフェル シーアイ リミテッド ジェネラル 
クライアント アカウント
シービーニューヨーク オービス ファンズ
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225
北尾 吉孝
チェース マンハッタン バンク ジーティーエス クライアンツ ア
カウント エスクロウ
日本証券金融（株）

10,262,144
9,918,830
7,241,300
5,476,640
4,320,450

4,002,651
3,798,096
3,787,960
3,601,278

2,481,500

4.7
4.5
3.3
2.5
1.9

1.8
1.7
1.7
1.6

1.1

341,690,000 株

224,525,781 株

183,706 名

代表取締役 執行役員社長 北尾 吉孝
取締役 執行役員副社長 井土 太良
取締役 執行役員専務 中川 隆
取締役 執行役員常務 朝倉 智也
取締役 執行役員常務 森田 俊平
取締役 執行役員 円山 法昭
取締役 執行役員 李 沛倫
取締役 城戸 博雅
取締役 木村 紀義
取締役 田坂 広志
取締役 沖田 貴史
取締役 吉田 正樹
取締役 永野 紀吉
取締役 渡邊 啓司
取締役 玉木 昭宏
取締役 丸物 正直
執行役員 平井 研司
執行役員 相原 志保
執行役員 藤田 俊晴
執行役員 山田 真幸
執行役員 中村 秀生
執行役員 宮崎 誠
執行役員 内尾 和仁
執行役員 山内 信二
常勤監査役 藤井 厚司
監査役 島本 龍次郎
監査役 多田 稔
監査役 早川 久

※2012年10月1日付で株式1株につき10株の分割を行っており、当該株式分割に伴う影響を加味
し、遡及修正を行った場合の数値を表記しています。

※1 少額投資非課税制度「日本版ISA」の愛称が「NISA(ニーサ)」に決定となりました。
※2 詳細はSBI証券のホームページを必ずご参照ください。株価／出来高の推移

※小数点以下第2位を切り捨てて表記しています。

0

50,000

100,000

出来高
（千株）

0

600

300

900
株価（円）

’12.7 ’12.10 ’13.1 ’13.3’12.4

NＩＳＡ（ニーサ）（少額投資非
課税制度）ってどんな制度 ？

非課税の対象は上場株式・株
式投資信託の譲渡所得・配当
所得

日本に住む20歳以上の方なら
誰でも利用可能

2014年から2023年の10年間、
1年に100万円までの投資が非
課税に

非課税期間は各年のスタート
から5年間（最大500万円の非
課税枠）

開設できる非課税口座は1人
1口座

※制度は今後、変更される可能性があります。

0120-104-214
携帯電話・PHS からは03-5562-7530をご利用ください。
年末年始を除く平日8：00 ～ 18：00

（トーシニイーヨ）

2023年までの10年間、毎年100万円の非課税投資枠が設けられる。

20142014 20152015

20142014 100万円

100
万円

100
万円

100
万円

非課税
投資額
非課税
投資額

20152015

20182018

20192019

20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 … 20222022 20232023

非課税期間非課税期間

投資期間投資期間
非課税期間非課税期間

5年間の非課税期間
が終了した後は、保
有する金融商品を
100万円を上限に翌
年開設される新たな
NISA口座に移管す
ることが出来ます。

2014年から制度を
利用すると2018年
以降の毎年の最
大の非課税投資
総額は500万円と
なります。

投資期間投資期間
非課税期間非課税期間

投資期間投資期間
非課税期間非課税期間

投資期間投資期間

…
…

2014年1月より、個人投資家向け少額投資非課税制度「NＩＳＡ（ニーサ）※1」が始まります ！

インターネットフリーダイヤル

詳しくはWEBをご覧ください。
株式会社SBI証券（金融商品取引業者） 関東財務局長（金商）第44号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

（2013年3月31日現在）

（2013年3月31日現在）

（2013年3月31日現在）
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サービスのご紹介7

－1.0

お借入
実行

ご契約正式審査結果
ご通知

正式審査
お申込み

仮審査結果
ご通知

資金の使い道に合わせて選べるローン

年 ％ 0 円

住信SBIネット銀行

お問合せはこちら

または 03-5363-7372
平日9：00～ 19：00　土・日・祝日9：00～ 17：00
※ 12月31日、1月1日～3日、5月3日～5日を除く

http://www.netbk.co.jp/
モバイルアクセス

すみしんSBI 検 索

2013年5月10日現在

（※1）2009年～2012年度　サービス産業生産性協議会発表
（※2）2010年～2012年度　オリコン株式会社発表

顧客満足度 銀行業界
4年連続 第1位（※1）

オリコン顧客満足度ランキング
ネット銀行総合部門
3年連続 第1位（※2）

お申込みからお借入れまでの流れ

仮審査
お申込み ※

特定の条件を満たせば最大年1.0％金利引下げ

お申込み～お借入れまで来店不要 ！ お忙しいかたでもご自宅、職場からお借入れできます

目的に合わせてローンは5種類 ！ いずれも好金利

ポイント

4
ポイント

3

ポイント

2

ポイント

1

（A）仮申込前日時点で当社住宅ローン残高があるお客さま 基準金利より
年－1.0％

■目的ローンの商品概要説明書は当社WEBサイトにあります。■お借入金額：10万円以上1,000万円以下（1万円単位）■お借入期間：1年以上10年以内（1ヵ月単位）■目的ローンの金利
は変動金利です。表示金利は2013年5月現在の適用金利であり、金利は毎月見直します。また、実際の適用金利はお申込時ではなく、お借入日（お借入実行日）の金利が適用されます。このた
め、お申込時の金利と異なる場合があります。■お借入後の金利は、毎年4月1日、10月1日の短期プライムレートを基準として年2回利率が見直され、6月、12月の約定返済日の翌日から適用し
ます。■担保・保証人：不要です。■保証会社：株式会社ジェーシービー■事務取扱手数料：お借入れの際に、ご融資金額に対して2.1％の銀行事務取扱手数料（消費税込）がかかります。
■当社WEBサイトのローンシミュレーターで返済額の試算ができます。■目的ローンについて、詳しくは当社WEBサイトをご覧ください。

※ お借入実行日の金利
が適用されます。

※ 住宅ローン残高は、三井住友信託銀行の商品である
『ネット専用住宅ローン』を含みます。
※ （A）住宅ローン残高があるお客さまは、（B）当社ネットロー
ン契約、（C）SBI証券口座登録済のお客さまであっても基
準金利より－1.0％となります。

※ （B）当社ネットローン契約、（C）SBI証券口座登録済の両
方に該当するお客さまであっても基準金利より－0.5％と
なります。

最大
◎金利引下げの適用条件

新
商
品

DOWN

教育ローン 金利 1.775％～年 3.975％年

リフォームローン 金利 2.475％～年 4.475％年

多目的ローン 金利 2.975％～年 4.975％年

フリーローン 金利 3.775％～年 12.000％年

自動車ローン 金利 1.775％～年 3.975％年

一部繰上返済は1円から。何度でも
手数料0円。日々少し浮いたお金を繰
上返済に回すことにより、総返済額を
大きく軽減できます。

0120-974-646
インターネットフリーダイヤル

一部繰上返済は１円～
しかも手数料無料

繰上返済
手 数 料

（B）仮申込前日時点で当社ネットローン契約済のお客さま
基準金利より
年－0.5％（C）仮申込時点でSBI証券口座保有登録済のお客さま

第1位第1位
４年連続４年連続

銀行業界銀行業界
顧客満足度調査顧客満足度調査

2013年5月～取扱い開始！！

目的ローン



13 14

サービスのご紹介7

SBI損害保険

携帯電話・PHSからもOK　
受付時間 平日9:00～17:30

（土日祝日・12/31～1/3を除く）

お見積・お問合せはこちら！

0800-8880-105 http://www.sbisonpo.co.jp/gan/

2013 年4月 W-13-12-0001

がんの治療にかかった費用を０円にできるがん保険

保険期間：５年

実際にかかった治療費を実額補償！ 先進医療だけでなく、自由診療も補償！ポイント 01 ポイント 02

入院日数や通院日数に対して一定の保険金を支払うのではなく、実際
にがん治療にかかった費用を、かかった分だけお支払い。

先進医療だけではなく、自由診療も補償します。先進医療も、自由診療
も実際にがん治療にかかった費用をお支払いします。
※SBI損保の支払基準を満たす診療に限ります。

通院治療費は、最大1,000万円まで補償！ポイント 03

抗がん剤治療による通院や退院後の補助療法まで実額で補償。
通院日数に制限なく、退院後も安心してがん治療に専念できます。

ネットを活用した割安な保険料！ポイント 04

人や書類を極力介さずに主にインターネットを通じてお客さまと保険
契約を結ぶことで、余計な中間コストを削減。

※上記掲載の保険料は2013年4月1日時点のものです。

（がん診断保険金額100万円）

【引受保険会社】SBI損害保険株式会社 
このページはSBI損害保険株式会社がご提供する「SBI損保のがん保険（自由診療タイプ）（がん治療費用保険）」の保険商品及びサービスの概要を説明したものです。
詳細は「重要事項説明書」（契約概要、注意喚起情報）、「ご契約のしおり」、「サービスガイド」、Webサイトを必ずご参照ください。

※通院治療費はご契約ごと（5年ごと）に1,000万円までとなります。
※公的医療保険制度にて保障されるべき金額（公的保険診療で可能な診療を自由診療にて行った場合
の公的保険診療相当分、高額療養費相当額）はお支払いの対象とはなりません。治療費等の実額を支払
う他の保険契約がある場合は、他の保険契約を含めた治療費の実額が保険金の限度となります。

検 索SBI損保　がん保険

SBIマネープラザ株式会社（金融商品仲介業者）　登録番号：関東財務局長（金仲）第385号　当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者：株式会社ＳＢＩ証券　登録番号：関東財務局長（金商）第44号　加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

夏のボーナスの活用方法が決まっていない方はぜひSBIマネープラザへ！全国の店舗でお待ちしております。

携帯・PHSからもつながります。
受付時間　平日8：00～ 18：00（年末年始を除く）

お近くの店舗探し、来店予約、セミナーのお申込は
SBIマネープラザのWEBサイトをご覧ください！

http://www.sbi-moneyplaza.co.jp/ 0120-142-892

SBIマネープラザ
最短でその日から取引できる ！ 店舗で「即時口座開設」

資産運用

今すぐ投資を始めたい、資産運用のコツを学びたいという方へ ！ 無料マネーセミナー実施中。　

住宅ローン

※店舗により取扱商品が異なる場合がございます。また、一部の店舗では「即時口座開設」を行っておりません。詳細は下記にお問合せください。

主なセミナーテーマ
テーマは毎月変わります。
詳細・お申込はWEBサイトで。

「即時口座開設」と「投資相談」

将来のために
資産運用を始めたい！
将来のために
資産運用を始めたい！

保険のプロに
見直してもらいたい！
保険のプロに
見直してもらいたい！

自分にあった
借り入れを探したい！
自分にあった
借り入れを探したい！

加入中の保険がひと目でわかる
「生命保険分析サービス」

金利上昇リスクに備える
「借り入れ・借り換え相談」

取扱生命保険会社15社、取扱損害保険会社19社、少額短期保険会社2社（2013年4月末日現在） 

取扱商品・サービス

はじめての
「オンライントレード」と
「株式テクニカル分析」
 セミナー

投信ポートフォリオ戦略
～今の相場にあった銘柄を
 徹底的に解説～

公的年金の仕組みと
個人年金控除活用術

保険

インターネットフリーダイヤルフリーコール インターネット

SBI損保
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SBI  FXトレードいきいき世代
2013年度 オリコン顧客満足度ランキング FX取引初心者部門第1位 ！

SBI FXトレードを選ぶ5つのポイント ！

お問合せはこちら

携帯電話の方はこちら03-6229-0944 
受付時間：月曜日～金曜日 （AM9:00 ～ PM5:00）※祝日等を除く

リッチクライアント版取引画面

スマートフォン画面

商号：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）
登録番号：関東財務局長（金商）第 2635 号
加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会（会員番号 1588）

https://www.sbifxt.co.jp/

【外国為替証拠金取引に関するご注意】
口座開設・維持費および取引手数料は無料です。本取引は元本および利益が保証されるものではありません。本取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を
得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。本取引は、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずるおそれがあり、かつその損失の額が預託した証拠金の額を上回ることがありま
す。法人のお客さまの場合、毎週末最終営業日の取引終了時間（夏時間午前5：30、冬時間午前6：30）の15分前時点で証拠金維持率が200％を下回っている場合、お客さまの建玉を順次強制的に決済するため、意図せざる損失を被るお
それがあります。スワップポイントは金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引レートは2Way方式で買値と売値は同じでなく差があります。取引は1通貨単位からです。本取引にあたって必要な証
拠金の額は取引通貨ごとに異なり、取引通貨レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率（個人のお客さま：4％（レバレッジ25倍）、法人のお客さま：0.5％（レバレッジ200倍））の証拠金が必要となります。お取引を始めるに際しては、「契約
締結前交付書面」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

ドル/円スプレッド0.1銭、業界最狭水準スプレッドを提供 ！
FX取引にかかるコストを他社でのお取引より軽減 ！
※上記スプレッドは原則固定（例外あり）、1万通貨注文まで

01
ポイント

レート表示小数点以下4桁表示 ！
対円通貨においてFX業界初となる小数点以下4桁表示。
お客さまの収益機会も拡大します ！

02
ポイント

1ドルからのお取引が可能 ！
取引参加者の分け隔てなく、最小取引単位からお取引ができます。03

ポイント

約380行の金融機関にクイック入金対応 ！
クイック入金であれば入金手数料が無料 ！
リアルタイムに入金が可能、お取引口座に反映。

04
ポイント

高機能ツールでお取引をサポート ！
経験を積んだ為替ディーラーが監修 ！
多様な取引環境もご用意、最先端の機能をご体験ください。

05
ポイント

インターネット

※お客様の個人情報については当社利用目的以外には使用いたしません。詳しくは、当社ホームページの「個人情報保護方針」をご覧ください。

お客様の回線の契約種類によって無料ダイヤルにつながらない場合は
03-6779-4150
受付時間　午前９時～午後７時（日・祝・休業日を除く）

医療保険「新いきいき世代」のほかに死亡保険「あんしん世代」もございます。資料のご請求はお気軽にどうぞ ！

http://www.i-sedai.com/

20歳から79歳までお申し込み可能、100歳まで継続できる手ごろな医療保険です ！

検 索いきいき世代

インターネット

０１２０‐７４‐８1６４
フリーコール

0120-982-417
フリーコール
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SBIアラプロモ

安心安全を目指して

お問合せはこちら

受付時間　9：00～ 18：00（年中無休）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

商品のご購入、取扱店舗のお問合せはこちらまで

http://www.5-ala.jp/

当社のサプリメント・化粧品はすべて、厳格な品質
管理を実施する国内の工場で製造しています。長
年の研究により、お酒や醤油と同じ発酵法での製
造を実現しました。

健康と美容にALA（アラ）
ALAとは5-アミノレブリン酸と呼ばれる体内のミトコンドリアで作られる
天然のアミノ酸の一種です。ヘムやシトクロムと呼ばれるエネルギー
生産に関与するタンパク質の原料となる重要な物質ですが、加齢に
伴い生産性が低下することが知られています。36億年前、地球上に生
命が誕生したときにもALAが関わっていたと考えられ、 生命の根源物
質とも言われています。｠ 

こんな食品にもALA（アラ）が
日本人の食生活にも深い関わりのあるお酢、 醤油
などの発酵食品に多く含まれています。 江戸時代
から飲まれてきた甘酒にも ALAが多く含まれてい
ることが研究から明らかになっております。また、ほ
うれん草やピーマンなどの緑黄色野菜に多く含ま
れている栄養素です。

左より ナチュアラ・ビオ（5,980円）、ナチュアラ BCAA（6,980円）、アラプラス モイスチャライジングクリーム
（18,900円）、アラプラス エッセンシャルローション（8,400円） 価格はいずれも通常価格、税込み

2013年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主の皆さまを対象に、株主優待を実施します。

② サプリメントおよび化粧品無料引換申込券
 1年を超えて継続保有いただいている株主様で、かつ2013年3月31日現在の株主名簿における保有株式が1,000株（10単元）
以上の株主様（注2）には、上記①の優待に替えて、『ナチュアラ・ビオ』（180粒入り）1本および化粧品（保湿クリーム）『アラプラス モイ
スチャライジングクリーム』（30g）1本を無料で進呈する無料引換申込券を1枚同封しております。

① サプリメント無料引換申込券
 保有株式数100株（1単元（注1））以上の株主様に、当社子会社のSBIアラプロモ株式会社が販売するサプリメント（健康補助食品）
『ナチュアラ・ビオ』（180粒入り）1本を無料で進呈する無料引換申込券を1枚同封しております。

株主優待制度について

2013年度株主優待の内容

○ 無料引換申込券
 ご希望の方は、同封の議決権行使書から切取線に沿って切り離したうえで、必要事項を記入のうえご返送ください。

2013年9月末日（当日の消印まで有効）※本株主優待は申込券によるお申込が必要です。

無料引換申込券により引換のお申込みをされた株主様への商品の発送は、概ね次のとおり予定しております。

○ 割引購入申込券
 購入ご希望の方は、同封の割引購入申込券（ハガキ）に必要事項を記入のうえご返送ください。

○ 株主優待に関するお問合せ
 みずほ信託銀行 証券代行部
 0120-288-324
（9：00～17：00 土 ・ 日 ・ 祝日を除く）

○ 商品に関するお問合せ SBIアラプロモ株式会社
（1） 公式オンラインショップ「ALA Online」
 http://www.5-ala.jp/

ご利用方法

無料引換申込券および割引購入申込券の有効期限

お問合せ

商品の発送について

注1
注2

※

2012年10月1日を効力発生日として、100株を1単元とする単元株制度を採用しております。
1年を超えて継続保有いただいている株主様とは、直近３回のすべての基準日（2012年3月31日、2012年9月30日および2013年3月31日）の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して
記載または記録されている株主様といたします。株式交換により当社株主となった場合は、その直後の基準日から起算し、株式交換以前の時期との通算はいたしません。また相続、株主名簿か
らの除籍等により株主番号が変更になった場合も、その直後の基準日から起算いたします。
海外各国の医薬品、食品および化粧品に関する法規制等の関係により、上記無料引換申込券による引換商品ならびに割引購入申込券による購入商品の発送先は日本国内に限ります。

 （1）2013年6月末日までの到着分：2013年7月末日頃に発送
 （2）2013年7月末日までの到着分：2013年8月末日頃に発送
 （3）2013年9月末日（当日消印有効）：2013年10月下旬に発送

なお、単元未満株式（1～99株）のみをお持ちの株主様を含むすべての株主様に、SBIアラプロモ株式会社が販売するサプリメントや化粧品
を通常価格から50％割引の優待価格で購入できる割引購入申込券を1枚同封しております。

0120-952-755
フリーダイヤル インターネット

ALAを通じて、健康で活力のある社会を創造する。

モンドセレクション 2012
銀賞 受賞
アラプラス
モイスチャライジングクリーム

アラプラス
エッセンシャルローション

モンドセレクション 2012 
金賞 受賞
ナチュアラ・ビオ

ナチュアラBCAA

（2） お電話でのお問合せ
  0120-952-755
 （9：00～18：00 年中無休）


