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（単位：百万円）

前期末
（2014年3月31日）

当期末
（2015年3月31日）

資産
現金及び現金同等物 276,221 290,826
営業債権及びその他の債権 336,206 342,459
証券業関連資産

預託金 935,497 1,250,678
信用取引資産 352,675 276,387
その他の証券業関連資産 451,321 601,695

証券業関連資産計 1,739,493 2,128,760
その他の金融資産 30,593 31,096
営業投資有価証券 127,365 114,946
その他の投資有価証券 49,234 193,064
持分法で会計処理されている投資 39,820 45,455
投資不動産 33,195 18,478
有形固定資産 11,826 10,590
無形資産 196,438 199,810
その他の資産 26,513 22,785
繰延税金資産 8,400 2,494

資産合計 2,875,304 3,400,763
負債

社債及び借入金 440,112 374,771
営業債務及びその他の債務 53,503 55,005
証券業関連負債

信用取引負債 186,806 97,757
有価証券担保借入金 211,671 290,480
顧客からの預り金 492,159 638,879
受入保証金 439,927 545,116
その他の証券業関連負債 287,350 388,161

証券業関連負債計 1,617,913 1,960,393
顧客預金 302,314 361,102
保険契約負債 22,370 170,042
未払法人所得税 10,362 13,792
その他の金融負債 15,645 13,757
その他の負債 15,767 12,034
繰延税金負債 8,855 9,252

負債合計 2,486,841 2,970,148
資本

資本金 81,681 81,681
資本剰余金 152,725 148,676
自己株式 △5,140 △5,137
その他の資本の構成要素 16,225 36,934
利益剰余金 80,140 121,337
親会社の所有者に帰属する持分合計 325,631 383,491
非支配持分 62,832 47,124

資本合計 388,463 430,615
負債・資本合計 2,875,304 3,400,763

連結財政状態計算書

連結財務諸表
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連結損益計算書
（単位：百万円）

前　期
自2013年4月 1日 
至2014年3月31日

当　期
自2014年4月 1日 
至2015年3月31日

営業収益 232,822 245,045
営業費用

営業原価 △68,472 △64,019
金融費用 △18,526 △16,610
販売費及び一般管理費 △95,997 △92,039
その他の費用 △8,934 △11,247
営業費用合計 △191,929 △183,915

負ののれん発生益 — 2,008
持分法による投資利益 1,331 5,071

営業利益 42,224 68,209
その他の金融収益・費用

その他の金融収益 514 370
その他の金融費用 △3,839 △5,512
その他の金融収益・費用合計 △3,325 △5,142

税引前利益 38,899 63,067
法人所得税費用 △19,100 △23,753

当期利益 19,799 39,314

当期利益の帰属
親会社の所有者 21,439 45,721
非支配持分 △1,640 △6,407
当期利益 19,799 39,314

1株当たり当期利益（親会社の所有者に帰属）
基本的（円） 99.04 211.18
希薄化後（円） 96.85 195.06

連結包括利益計算書
（単位：百万円）

前　期
自2013年4月 1日 
至2014年3月31日

当　期
自2014年4月 1日 
至2015年3月31日

当期利益 19,799 39,314
その他の包括利益

純損益に振替えられることのない項目
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 979 52

純損益に振替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額 9,600 21,431
税引後その他の包括利益 10,579 21,483
当期包括利益 30,378 60,797

当期包括利益の帰属
親会社の所有者 32,337 66,246
非支配持分 △1,959 △5,449
当期包括利益 30,378 60,797
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連結持分変動計算書
（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

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 合計
非支配 
持分

資本 
合計

2013年4月1日残高 81,668 160,550 △5,117 6,196 60,002 303,299 57,236 360,535

当期利益 — — — — 21,439 21,439 △1,640 19,799

その他の包括利益 — — — 10,898 — 10,898 △319 10,579

当期包括利益合計 — — — 10,898 21,439 32,337 △1,959 30,378

新規普通株式の発行 13 13 — — — 26 — 26

転換社債型新株予約権付
社債の発行

— 1,632 — — — 1,632 — 1,632

連結範囲の変動 — △211 — — — △211 747 536

剰余金の配当 — — — — △2,170 △2,170 △2,103 △4,273

自己株式の取得 — — △64 — — △64 — △64

自己株式の処分 — 3 41 — — 44 — 44

支配喪失を伴わない子会社に
対する所有者持分の変動

— △9,262 — — — △9,262 8,911 △351

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

— — — △869 869 — — —

2014年3月31日残高 81,681 152,725 △5,140 16,225 80,140 325,631 62,832 388,463

当期利益 — — — — 45,721 45,721 △6,407 39,314

その他の包括利益 — — — 20,525 — 20,525 958 21,483

当期包括利益合計 — — — 20,525 45,721 66,246 △5,449 60,797

募集新株予約権の発行 — 113 — — — 113 — 113

連結範囲の変動 — 419 — — — 419 △7,154 △6,735

剰余金の配当 — — — — △4,340 △4,340 △5,482 △9,822

自己株式の取得 — — △34 — — △34 — △34

自己株式の処分 — 1 37 — — 38 — 38

支配喪失を伴わない子会社に
対する所有者持分の変動

— △4,582 — — — △4,582 2,377 △2,205

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

— — — 184 △184 — — —

2015年3月31日残高 81,681 148,676 △5,137 36,934 121,337 383,491 47,124 430,615



58 SBI Holdings   Annual Report 2015

連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前　期
自2013年4月 1日 
至2014年3月31日

当　期
自2014年4月 1日 
至2015年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 38,899 63,067
減価償却費及び償却費 11,434 11,515
持分法による投資利益 △1,331 △5,071
受取利息及び受取配当金 △65,518 △63,795
支払利息 22,365 22,122
営業投資有価証券の増減 △2,524 16,984
営業債権及びその他の債権の増減 95,728 △59,017
営業債務及びその他の債務の増減 3,388 4,828
証券業関連資産及び負債の増減 7,370 △46,629
顧客預金の増減 △121,649 21,696
その他 4,593 △28,573
小計 △7,245 △62,873
利息及び配当金の受取額 64,215 66,304
利息の支払額 △25,054 △22,086
法人所得税の支払額 △2,515 △17,542
営業活動によるキャッシュ・フロー 29,401 △36,197

投資活動によるキャッシュ・フロー
無形資産の取得による支出 △5,409 △5,772
投資有価証券の取得による支出 △9,791 △24,166
投資有価証券の売却及び償還による収入 21,582 50,480
子会社の取得による支出 △2,057 △6,649
子会社の売却による収入 2,887 30,137
貸付による支出 △3,787 △2,579
貸付金の回収による収入 5,545 2,539
その他 7,841 8,315
投資活動によるキャッシュ・フロー 16,811 52,305

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 47,918 30,360
長期借入による収入 40,895 43,842
長期借入金の返済による支出 △27,091 △52,461
社債の発行による収入 101,012 49,866
社債の償還による支出 △65,470 △76,400
株式の発行による収入 26 —
非支配持分からの払込みによる収入 55 181
投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 1,312 1,755
配当金の支払額 △2,162 △4,322
非支配持分への配当金の支払額 △530 △453
投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額 △2,084 △5,043
自己株式の取得による支出 △64 △34
非支配持分への子会社持分売却による収入 119 114
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △145 △1,321
その他 △1,253 △1,608
財務活動によるキャッシュ・フロー 92,538 △15,524

現金及び現金同等物の増減額 138,750 584
現金及び現金同等物の期首残高 133,362 276,221
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 4,109 14,021
現金及び現金同等物の期末残高 276,221 290,826


