
（単位：百万円）

前期末
（2018年3月31日）

当期末
（2019年3月31日）

資産
現金及び現金同等物 437,148 713,974
営業債権及びその他の債権 570,466 689,713
証券業関連資産
預託金 1,510,079 1,603,159
信用取引資産 832,410 674,878
その他の証券業関連資産 493,953 471,555
証券業関連資産計 2,836,442 2,749,592

その他の金融資産 35,958 36,740
営業投資有価証券 191,014 282,616
その他の投資有価証券 173,316 188,900
持分法で会計処理されている投資 68,365 68,371
投資不動産 2,192 2,147
有形固定資産 14,382 15,100
無形資産 181,708 184,816
その他の資産 24,392 94,899
繰延税金資産 581 7,256

資産合計 4,535,964 5,034,124
負債
社債及び借入金 571,277 962,965
営業債務及びその他の債務 67,806 60,639
証券業関連負債
信用取引負債 121,703 166,145
有価証券担保借入金 689,107 494,718
顧客からの預り金 757,179 781,232
受入保証金 707,380 730,838
その他の証券業関連負債 395,444 373,567
証券業関連負債計 2,670,813 2,546,500

顧客預金 536,955 659,361
保険契約負債 142,260 139,098
未払法人所得税 11,271 7,367
その他の金融負債 16,335 19,566
その他の負債 12,779 60,339
繰延税金負債 12,644 15,732

負債合計 4,042,140 4,471,567
資本
資本金 81,681 92,018
資本剰余金 125,445 142,094
自己株式 △4,647 △20,128
その他の資本の構成要素 20,605 16,977
利益剰余金 204,731 225,714
親会社の所有者に帰属する持分合計 427,815 456,675
非支配持分 66,009 105,882

資本合計 493,824 562,557
負債・資本合計 4,535,964 5,034,124

連結財政状態計算書

連結財務諸表
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（単位：百万円）

前　期
自2017年4月 1日 
至2018年3月31日

当　期
自2018年4月 1日 
至2019年3月31日

収益 337,017 351,411
（内、受取利息） 101,837 112,054
費用
金融収益に係る金融費用 △17,788 △21,394
信用損失引当金繰入 ̶ △22,260
売上原価 △113,548 △99,811
販売費及び一般管理費 △100,377 △111,075
その他の金融費用 △3,282 △4,680
その他の費用 △32,441 △14,789
費用合計 △267,436 △274,009

持分法による投資利益 2,229 5,635
税引前利益 71,810 83,037

法人所得税費用 △15,852 △15,760
当期利益 55,958 67,277

当期利益の帰属
親会社の所有者 46,684 52,548
非支配持分 9,274 14,729
当期利益 55,958 67,277

1株当たり当期利益（親会社の所有者に帰属）
基本的（円） 220.54 231.43
希薄化後（円） 196.88 205.42

（単位：百万円）

前　期
自2017年4月 1日 
至2018年3月31日

当　期
自2018年4月 1日 
至2019年3月31日

当期利益 55,958 67,277
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資本性金融資産 1,436 △1,202
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 ̶ △411

1,436 △1,613
純損益に振替えられる可能性のある項目
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産 ̶ 527
在外営業活動体の換算差額 △2,782 △3,204
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 △844 446

△3,626 △2,231
税引後その他の包括利益 △2,190 △3,844
当期包括利益 53,768 63,433

当期包括利益の帰属
親会社の所有者 44,629 48,320
非支配持分 9,139 15,113
当期包括利益 53,768 63,433

連結損益計算書

連結包括利益計算書
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（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

2017年4月1日残高 81,681 128,004 △23,801 22,720 169,388 377,992 37,532 415,524
当期利益 ̶ ̶ ̶ ̶ 46,684 46,684 9,274 55,958
その他の包括利益 ̶ ̶ ̶ △2,055 ̶ △2,055 △135 △2,190
当期包括利益合計 ̶ ̶ ̶ △2,055 46,684 44,629 9,139 53,768
転換社債型新株予約権付 
社債の発行 ̶ 1,716 ̶ ̶ ̶ 1,716 ̶ 1,716

転換社債型新株予約権付 
社債の転換 ̶ 4,060 25,889 ̶ ̶ 29,949 ̶ 29,949

連結範囲の変動 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 6,823 6,823
剰余金の配当 ̶ ̶ ̶ ̶ △11,401 △11,401 △2,660 △14,061
自己株式の取得 ̶ ̶ △9,637 ̶ ̶ △9,637 ̶ △9,637
自己株式の処分 ̶ 99 2,902 ̶ ̶ 3,001 ̶ 3,001
株式に基づく報酬取引 ̶ 461 ̶ ̶ ̶ 461 ̶ 461
支配喪失を伴わない子会社に 
対する所有者持分の変動 ̶ △8,895 ̶ ̶ ̶ △8,895 15,175 6,280

その他の資本の構成要素から 
利益剰余金への振替 ̶ ̶ ̶ △60 60 ̶ ̶ ̶

2018年3月31日残高 81,681 125,445 △4,647 20,605 204,731 427,815 66,009 493,824
会計方針の変更による 
累積的影響額 ̶ ̶ ̶ 840 △11,625 △10,785 △123 △10,908

会計方針の変更を反映した 
当期首残高 81,681 125,445 △4,647 21,445 193,106 417,030 65,886 482,916

当期利益 ̶ ̶ ̶ ̶ 52,548 52,548 14,729 67,277
その他の包括利益 ̶ ̶ ̶ △4,228 ̶ △4,228 384 △3,844
当期包括利益合計 ̶ ̶ ̶ △4,228 52,548 48,320 15,113 63,433
転換社債型新株予約権付 
社債の発行 ̶ 2,904 ̶ ̶ ̶ 2,904 ̶ 2,904

転換社債型新株予約権付 
社債の転換 10,337 6,677 12,248 ̶ ̶ 29,262 ̶ 29,262

連結範囲の変動 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ △4,775 △4,775
剰余金の配当 ̶ ̶ ̶ ̶ △20,180 △20,180 △2,018 △22,198
自己株式の取得 ̶ ̶ △29,461 ̶ ̶ △29,461 ̶ △29,461
自己株式の処分 ̶ 22 1,732 ̶ ̶ 1,754 ̶ 1,754
株式に基づく報酬取引 ̶ 677 ̶ ̶ ̶ 677 455 1,132
支配喪失を伴わない子会社に 
対する所有者持分の変動 ̶ 6,369 ̶ ̶ ̶ 6,369 31,221 37,590

その他の資本の構成要素から 
利益剰余金への振替 ̶ ̶ ̶ △240 240 ̶ ̶ ̶

2019年3月31日残高 92,018 142,094 △20,128 16,977 225,714 456,675 105,882 562,557

連結持分変動計算書

 財務情報の詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております有価証券報告書および決算短信をご覧ください。
 株主・投資家の皆様へ（IRライブラリ）
 有価証券報告書（http://www.sbigroup.co.jp/investors/library/filings/）
 決算短信（http://www.sbigroup.co.jp/investors/library/earning/）

連結財務諸表
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（単位：百万円）

前　期
自2017年4月 1日 
至2018年3月31日

当　期
自2018年4月 1日 
至2019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 71,810 83,037
減価償却費及び償却費 11,143 10,082
持分法による投資利益 △2,229 △5,635
受取利息及び受取配当金 △106,160 △117,244
支払利息 21,071 26,074
営業投資有価証券の増減 △79,465 △88,404
営業債権及びその他の債権の増減 △93,182 △127,521
営業債務及びその他の債務の増減 12,017 △5,754
証券業関連資産及び負債の増減 △11,122 △37,586
顧客預金の増減 49,015 136,284
その他 22,425 △13,765
小計 △104,677 △140,432
利息及び配当金の受取額 104,683 117,222
利息の支払額 △19,677 △23,355
法人所得税の支払額 △13,564 △25,100
営業活動によるキャッシュ・フロー △33,235 △71,665

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 △7,084 △8,332
投資有価証券の取得による支出 △35,555 △125,359
投資有価証券の売却及び償還による収入 48,514 107,157
子会社の取得による支出 12 △3,572
子会社の売却による収入 870 △2
貸付による支出 △10,294 △21,396
貸付金の回収による収入 5,596 4,527
その他 5,822 △7,754
投資活動によるキャッシュ・フロー 7,881 △54,731

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 △31,180 373,059
長期借入による収入 40,336 45,650
長期借入金の返済による支出 △28,261 △59,077
社債の発行による収入 140,025 168,187
社債の償還による支出 △37,039 △102,268
非支配持分からの払込みによる収入 60 8,622
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 12,312 22,151
配当金の支払額 △11,390 △20,169
非支配持分への配当金の支払額 △409 △819
投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額 △2,252 △1,309
自己株式の取得による支出 △9,637 △29,461
非支配持分への子会社持分売却による収入 367 4,105
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △156 △450
その他 1,799 △475
財務活動によるキャッシュ・フロー 74,575 407,746

現金及び現金同等物の増減額 49,221 281,350
現金及び現金同等物の期首残高 391,572 437,148
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △3,645 △4,524
現金及び現金同等物の期末残高 437,148 713,974

連結キャッシュ・フロー計算書
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