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（百万円未満切捨て）  

１．平成 22 年３月期第１四半期の連結業績（平成 21 年４月１日～平成 21 年６月 30 日） 
(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   ％

22 年３月期第１四半期 12,448 △10.6  11,516 △8.4 3,781 △2.5 3,862 △4.0 
21 年３月期第１四半期 13,921  ―  12,579  ― 3,879  ― 4,021  ― 
 

 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 

22 年３月期第１四半期 2,300 △18.1  664 49 ― 
21 年３月期第１四半期 2,808  ―  811 39 809 15  
 
(2) 連結財政状態 

 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

22 年３月期第１四半期 784,798 167,116 21.3 48,261 23 
21 年３月期 685,905 164,748 24.0 47,577 63 

（参考）自己資本  22 年３月期第１四半期   167,059 百万円  21 年３月期   164,692 百万円 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

21 年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

22 年３月期 ―     

22 年３月期（予想）  ― ― ― ― 
（注１）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
（注２）当社は定款において中間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。 
 
３．平成 22 年３月期の連結業績予想（平成 21 年４月１日～平成 22 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。 



４．その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無 
② ①以外の変更 ： 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）22年３月期第 1四半期 3,461,559 株 21 年３月期 3,461,559 株
② 期末自己株式数          22 年３月期第 1四半期    ―株 21 年３月期    ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

22年３月期第 1四半期 3,461,559 株 21 年３月期第 1四半期 3,460,968 株
 



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期の国内株式市場は、世界的な金融不安による影響により、１月から３月期の国内総生産が大幅な下落

率を記録する等、依然マイナス成長であり、景気の先行き不透明感が払拭されない状況にあります。しかしながら、

新興国における急激な株価回復や、わが国における一部指標に景気回復の兆しが徐々に垣間見えてきたことは、株価

の形成に大きな影響を及ぼしました。このような環境下におきまして、日経平均株価は、６月には10,000円を越える

水準にまで大きく回復いたしました。平成21年６月末の日経平均株価は9,958円であり、平成21年３月末と比較して、

約22.8％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１四半期には、43,106口座の新規口座を獲得し、平成21年６月末の総合口座数は、

1,909,614口座、信用取引口座数は、197,893口座となっております。また、預り資産は３兆6,297億円となっておりま

す。（注）口座数、預り資産は、㈱ＳＢＩ証券単体の数字であります。

業績に関しましては、E*TRADE Korea Co.,Ltd.が前中間期末より当社の連結子会社でなくなったことから当第１四

半期の「委託手数料」は6,119百万円（前年同期比12.8％減）となりました。また、信用取引におきましても、当第１

四半期末の信用取引貸付金（買建玉）が226,441百万円（同24.1％減）となったことにより「金融収益」が3,160百万

円（同33.2％減）と減少しております。

以上の結果、当第１四半期の業績は営業収益12,448百万円（前年同期比10.6％減）、営業利益3,781百万円（同

2.5％減）、経常利益3,862百万円（同4.0％減）、四半期純利益2,300百万円（同18.1％減）となっております。

当第１四半期の主な取り組みは以下のとおりであります。

・EZアプリで「HYPER MOBILE」サービス開始（平成21年４月）

・外国為替保証金取引「SBI FX α」ハイレバレッジ100コースを追加（平成21年４月）

・「SBIモーニングレポート」WEBサイトで生番組配信を開始（平成21年６月）

・開発途上国の子ども達を救う「ワクチン債」の販売開始（平成21年６月）

・株式取引のバーチャルトレーディングが体験できるコミュニティサイト「Kaeta」を運営する㈱Jubilee Labへの

出資（平成21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１四半期は7,053百万円（前年同期比14.4％減）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、6,119百万円（同12.8％減）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69百万円（同143.1％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293百万円（同94.6％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、信用取引管理費等により570百万円（同45.2％減）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等により2,131百万円（前年同期比148.8％増）を計上しております。

（金融収支）

信用取引貸付金の減少により「金融収益」を3,160百万円（前年同期比33.2％減）、「金融費用」を913百万円（同

31.1％減）計上し、差し引き金融収支2,247百万円（同34.0％減）となっております。

（販売費及び一般管理費）

当社の連結子会社でありましたE*TRADE Korea Co.,Ltd.が株式譲渡に伴い前中間期末より当社の連結子会社でな

くなったことから、当第１四半期の販売費及び一般管理費は7,735百万円（前年同期比11.1％減）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）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58,227百万円の支出（前年同期は5,082百万円の支出）となっ

たこと等から、前連結会計年度末に比べ9,686百万円減少し、当第１四半期末には70,166百万円となりました。

当第１四半期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）

営業活動の結果使用した資金は28,785百万円（前年同期は25,862百万円の使用）となりました。これは、貸株残

高の増加により担保として受け入れる取引担保金が増加したことにより「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23,686百万円の収入（同12,801百万円の支出）となったこと、信用取引受入保証金の増加により

「受入保証金の増減額」が22,558百万円の増加（同32,029百万円の増加）となったこと及び先物取引差入証拠金を

代用有価証券により差し入れたため「短期差入保証金の増減額」が19,885百万円の減少（同1,782百万円の増加）と

なったこと等のプラス要因があったものの、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58,227百万円の支出（同5,082百万円の支出）となったこと及び「顧客分別金信託の増減額」が

47,000百万円の増加（同49,000百万円の増加）となったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果獲得した資金は4,229百万円（前年同期は1,960百万円の使用）となりました。これは、関係会社

への貸付けにより「貸付けによる支出」が10,000百万円（同8,141百万円の支出）となった一方で、「貸付金の回収

による収入」が15,001百万円（同5,195百万円の収入）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14,992百万円（前年同期は5,238百万円の使用）となりました。これは、「短期借

入金の純増減額」が15,000百万円の増加（同618百万円の増加）となったこと等によるものであります。
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３．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
  

(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 70,166,666 79,853,020

預託金 313,165,752 266,165,752

顧客分別金信託 313,000,000 266,000,000

その他の預託金 165,752 165,752

トレーディング商品 384,902 7,153,826

商品有価証券等 384,896 7,153,783

デリバティブ取引 6 42

約定見返勘定 875,676 －

信用取引資産 249,641,434 180,800,828

信用取引貸付金 226,441,827 134,792,046

信用取引借証券担保金 23,199,607 46,008,781

有価証券担保貸付金 － 719

借入有価証券担保金 － 719

立替金 64,869 279,762

短期差入保証金 9,780,620 4,925,774

営業貸付金 28,793 32,152

関係会社短期貸付金 113,500,000 118,500,000

前払費用 290,361 342,045

未収収益 4,414,522 4,704,764

繰延税金資産 356,904 466,274

その他 581,262 1,140,214

貸倒引当金 △311,700 △286,280

流動資産合計 762,940,066 664,078,854



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
  

(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,046,123 1,073,938

工具、器具及び備品（純額） 460,743 483,422

土地 1,774,345 1,774,345

リース資産（純額） 52,623 55,991

有形固定資産合計 3,333,836 3,387,698

無形固定資産   

借地権 121 121

ソフトウエア 4,549,628 4,706,672

ソフトウエア仮勘定 284,794 309,079

その他 13,582 13,668

無形固定資産合計 4,848,126 5,029,541

投資その他の資産   

投資有価証券 7,095,787 6,924,449

出資金 28,210 28,210

長期貸付金 － 536

長期差入保証金 2,001,223 1,888,346

長期前払費用 39,228 48,523

繰延税金資産 4,367,027 4,374,004

その他 2,895,427 2,600,229

貸倒引当金 △2,750,580 △2,455,382

投資その他の資産合計 13,676,323 13,408,917

固定資産合計 21,858,286 21,826,157

資産合計 784,798,353 685,905,011



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
  

(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 126,783 310

商品有価証券等 126,181 －

デリバティブ取引 602 310

約定見返勘定 － 6,156,724

信用取引負債 156,884,043 146,270,963

信用取引借入金 74,415,870 56,726,391

信用取引貸証券受入金 82,468,172 89,544,571

有価証券担保借入金 70,273,734 46,587,529

有価証券貸借取引受入金 70,273,734 46,587,529

預り金 32,520,421 26,210,173

受入保証金 300,715,458 253,307,455

有価証券等受入未了勘定 20,854 －

短期借入金 35,500,000 20,500,000

リース債務 13,836 13,801

未払金 149,038 582,658

未払費用 1,876,160 2,424,844

未払法人税等 1,528,654 1,160,650

前受金 734,302 646,154

その他 57,265 －

流動負債合計 600,400,554 503,861,266

固定負債   

長期借入金 10,000,000 10,000,000

リース債務 40,980 44,452

長期預り保証金 21,288 31,195

固定負債合計 10,062,268 10,075,648

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 7,219,132 7,219,132

特別法上の準備金合計 7,219,132 7,219,132

負債合計 617,681,955 521,156,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 47,937,928 47,937,928

資本剰余金 72,436,201 72,436,201

利益剰余金 46,543,518 44,243,329

株主資本合計 166,917,648 164,617,459

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141,446 75,326

評価・換算差額等合計 141,446 75,326

少数株主持分 57,302 56,177

純資産合計 167,116,397 164,748,964

負債純資産合計 784,798,353 685,905,011



(2) 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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 8,236,100 7,053,247

委託手数料 7,016,872 6,119,657

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

28,786 69,985

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

150,898 293,578

その他の受入手数料 1,039,543 570,026

トレーディング損益 856,686 2,131,638

金融収益 4,729,253 3,160,718

その他の営業収益 99,278 102,432

営業収益計 13,921,320 12,448,037

売上原価   

金融費用 1,324,992 913,512

その他 16,947 18,023

売上原価合計 1,341,939 931,536

純営業収益 12,579,380 11,516,501

販売費及び一般管理費   

取引関係費 1,931,155 1,311,477

人件費 1,480,618 1,287,548

不動産関係費 1,959,047 1,815,629

事務費 1,941,300 1,782,845

減価償却費 495,683 480,048

のれん償却額 11,946 －

租税公課 119,499 94,307

貸倒引当金繰入れ 72,800 323,042

その他 687,796 640,520

販売費及び一般管理費合計 8,699,847 7,735,420

営業利益 3,879,533 3,781,081

営業外収益   

受取利息 374 36

受取配当金 161,606 87,259

その他 16,845 34,937

営業外収益合計 178,826 122,232

営業外費用   

株式交付費 296 －

投資事業組合運用損 29,392 33,642

その他 7,132 7,134

営業外費用合計 36,820 40,777

経常利益 4,021,538 3,862,536



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別利益   

関係会社株式売却益 102,526 －

金融商品取引責任準備金戻入 689,979 －

特別利益合計 792,505 －

特別損失   

関係会社株式売却損 11,354 －

特別損失合計 11,354 －

税金等調整前四半期純利益 4,802,690 3,862,536

法人税、住民税及び事業税 1,144,754 1,490,237

法人税等調整額 729,711 70,985

法人税等合計 1,874,466 1,561,223

少数株主利益 120,024 1,124

四半期純利益 2,808,198 2,300,188



(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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 4,802,690 3,862,536

減価償却費 500,509 487,551

のれん償却額 11,946 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72,800 323,042

賞与引当金の増減額（△は減少） △198,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,325 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,118 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △689,979 －

関係会社株式売却損益（△は益） △91,172 －

受取利息及び受取配当金 △4,891,234 △3,248,014

支払利息 1,324,992 913,512

為替差損益（△は益） △182,320 122,784

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △49,000,000 △47,000,000

短期差入保証金の増減額（△は増加） △1,782,582 19,885,716

営業貸付金の増減額（△は増加） △592,501 3,358

トレーディング商品の増減額 260,344 △137,004

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △5,082,471 △58,227,526

受入保証金の増減額（△は減少） 32,029,663 22,558,150

預り金の増減額（△は減少） 8,417,419 6,310,248

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
減額

△12,801,723 23,686,924

その他 1,758,389 △1,095,882

小計 △26,116,785 △31,554,602

利息及び配当金の受取額 5,712,154 4,594,366

利息の支払額 △1,144,458 △950,187

法人税等の支払額 △4,312,988 △874,855

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,862,077 △28,785,278

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 104,200 －

有形固定資産の取得による支出 △21,265 △4,422

有形固定資産の売却による収入 469 －

無形固定資産の取得による支出 △291,503 △683,610

投資有価証券の取得による支出 △70,000 △342,350

投資有価証券の売却等による収入 4,813 248,853

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,205,713 －

貸付けによる支出 △8,141,684 △10,000,000

貸付金の回収による収入 5,195,716 15,001,721

その他 53,448 8,892

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,960,092 4,229,084



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） 618,190 15,000,000

株式の発行による収入 33,585 －

配当金の支払額 △5,887,875 △3,938

リース債務の返済による支出 △2,306 △3,436

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,238,406 14,992,625

現金及び現金同等物に係る換算差額 210,479 △122,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,850,096 △9,686,353

現金及び現金同等物の期首残高 81,615,693 79,853,020

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,765,596 70,166,666



(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

当社及び連結子会社は、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受け及び売

出し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの証券業を中心とする事業活動を

行っております。これらの事業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった事業

活動を基に収益を得ております。従って、当社及び連結子会社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という

単一の事業セグメントに属しております。

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

日本
（千円）

韓国
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連結
（千円）

営業収益

(1) 外部顧客に対する営業収益 12,325,255 1,596,065 13,921,320 ― 13,921,320

(2) セグメント間の内部営業収益又は

振替高
500 108 609 (609) ―

計 12,325,756 1,596,174 13,921,930 (609) 13,921,320

営業利益 3,302,333 577,199 3,879,533 ― 3,879,533

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 韓国 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,574,870 57,366 1,632,236

Ⅱ　連結営業収益（千円）   13,921,320

Ⅲ　連結営業収益に占める海外売上高の割合（％） 11.3 0.4 11.7

（注）　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

海外売上高は、連結営業収益の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

－ 1 －
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