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（百万円未満四捨五入）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

収益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 334,283 46.5 109,276 100.5 88,938 133.0 76,765 131.9 83,371 106.5

2021年３月期第２四半期 228,165 18.7 54,512 13.5 38,164 8.8 33,104 18.7 40,381 156.6

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第２四半期 313.76 270.17

2021年３月期第２四半期 141.43 125.52

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 7,619,339 789,628 608,036 8.0

2021年３月期 7,208,572 717,095 562,116 7.8

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年３月期 － 20.00 － 100.00 120.00

2022年３月期 － 30.00

2022年３月期（予想） － － －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

2022年３月期における期末配当予想額は未定であります。

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

　当企業グループが展開する投資・証券関連事業をはじめとする金融事業全般は、その特性上、株式市場等の変動要因

による影響が極めて大きいため、業績予想の開示は行っておりませんが、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、

合理的な業績予想が可能となった場合には、速やかにその開示を行う予定であります。



（１）当四半期連結累計期間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

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更： 無

②  ①以外の会計方針の変更                ： 無

③  会計上の見積りの変更                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 244,890,790株 2021年３月期 244,639,390株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 19,294株 2021年３月期 15,084株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 244,661,537株 2021年３月期２Ｑ 234,056,774株

※  注記事項

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

　当社は、2021年10月28日に機関投資家・アナリスト向け四半期決算説明会を開催する予定であります。また、この

説明会で配布した資料、動画等につきましては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定であります。
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収益 税引前利益

前第２四半期
累計

当第２四半期
累計

前第２四半期
累計

当第２四半期
累計

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％

金融サービス事業 145,181 171,548 18.2 40,610 45,520 12.1

アセットマネジメント事業 80,984 149,644 84.8 24,477 78,590 221.1

バイオ・ヘルスケア＆メディカル

インフォマティクス事業
1,945 4,545 133.7 (3,186) (1,190) －

　計 228,110 325,737 42.8 61,901 122,920 98.6

その他 3,341 10,596 217.2 (2,183) (7,880) －

消去又は全社 (3,286) (2,050) － (5,206) (5,764) －

連結 228,165 334,283 46.5 54,512 109,276 100.5

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計の経営成績につきましては、収益が334,283百万円（前年同期比46.5％増加）、税引前利益は

109,276百万円（同100.5％増加）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は76,765百万円（同131.9％増加）とな

りました。

報告セグメントごとの業績は次のとおりであります。

なお、従来「アセットマネジメント事業」に含めていたＳＢＩエステートファイナンス株式会社及びＳＢＩギャ

ランティ株式会社を、当第２四半期より「金融サービス事業」に含めております。このため、前第２四半期累計に

ついても当期のセグメント構成にあわせて組み替えております。

（％表示は対前年同期増減率）

（金融サービス事業）

証券関連事業、銀行業、保険事業を中核とした多様な金融関連事業を行っております。

当第２四半期累計における収益は、171,548百万円（同18.2％増加）、税引前利益は45,520百万円（同12.1％増

加）となりました。

（アセットマネジメント事業）

国内外のＩＴ、フィンテック、ブロックチェーン、金融及びバイオ関連のベンチャー企業等への投資に関する事

業、海外における金融サービス事業及び金融商品の情報提供等を行う資産運用サービス事業を行っております。

当第２四半期累計における収益は、149,644百万円（同84.8％増加）、税引前利益は78,590百万円（同221.1％増

加）となりました。

（バイオ・ヘルスケア＆メディカルインフォマティクス事業）

生体内に存在するアミノ酸の一種である５－アミノレブリン酸（ＡＬＡ）(※)を活用した医薬品・健康食品・化

粧品の開発・販売や、がん及び免疫分野等における抗体医薬・核酸医薬の研究開発に関する事業、医療・健康情報

のデジタル化や医療ビッグデータの活用を推進するソリューション・サービスの提供及び医療金融に関する事業等

を行っております。

当第２四半期累計における収益は、4,545百万円（同133.7％増加）、税引前利益は1,190百万円の損失（前年同

期は3,186百万円の損失）となりました。

(※)５－アミノレブリン酸（ＡＬＡ）とは、体内のミトコンドリアで作られるアミノ酸で、ヘムやシトクロムと呼ばれるエネルギー生

産に関与するたんぱく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。ＡＬＡは、焼酎粕

や赤ワイン、高麗人参等の食品にも含まれるほか、植物の葉緑体原料としても知られています。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期末の総資産は7,619,339百万円となり、前期末の7,208,572百万円から410,767百万円の増加となり

ました。また、資本は前期末に比べ72,533百万円増加し、789,628百万円となりました。

なお、当第２四半期末の現金及び現金同等物残高は854,912百万円となり、前期末の802,702百万円から52,210百

万円の増加となりました。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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、75,569百万円の収入（前第２四半期は100,932百万円の支出）となりま

した。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が110,102百万円の支出となった一方で、「営業債務及

びその他の債務の増減」が104,989百万円の収入及び「顧客預金の増減」が102,745百万円の収入となったこと等の

要因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）

投資活動によるキャッシュ・フローは、23,928百万円の支出（前第２四半期は28,501百万円の支出）となりまし

た。これは主に、「貸付金の回収による収入」が38,212百万円となった一方で、「投資有価証券の取得による支

出」が50,119百万円となったこと等の要因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）

財務活動によるキャッシュ・フローは、5,689百万円の収入（前第２四半期は16,728百万円の支出）となりまし

た。これは主に、「短期借入金の純増減額」が155,938百万円の支出となった一方で、「社債の発行による収入」

が172,908百万円となったこと等の要因によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当企業グループが展開する投資・証券関連事業をはじめとする金融事業全般は、その特性上、株式市場等の変動

要因による影響が極めて大きいため、業績予想の開示は行っておりません。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業環境及び市況の悪化により、当企業グループの保有する有価証

券等について評価損を計上する可能性があります。当企業グループの経営成績に与える影響額は現時点において明

らかではありませんが、開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。
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前期末
(2021年３月31日)

当第２四半期末
(2021年９月30日)

百万円 百万円

資産

現金及び現金同等物 802,702 854,912

営業債権及びその他の債権 1,183,896 1,252,297

証券業関連資産

預託金 2,292,743 2,372,695

信用取引資産 972,573 1,063,543

その他の証券業関連資産 631,305 543,233

証券業関連資産計 3,896,621 3,979,471

その他の金融資産 58,715 56,093

営業投資有価証券 528,154 603,497

その他の投資有価証券 209,545 223,016

持分法で会計処理されている投資 103,807 117,028

有形固定資産 64,290 42,769

無形資産 225,607 235,166

その他の資産 123,071 242,763

繰延税金資産 12,164 12,327

資産合計 7,208,572 7,619,339

負債

社債及び借入金 1,394,137 1,399,038

営業債務及びその他の債務 189,729 296,131

証券業関連負債

信用取引負債 269,152 282,293

有価証券担保借入金 602,921 589,231

顧客からの預り金 1,277,808 1,342,882

受入保証金 961,651 986,517

その他の証券業関連負債 410,270 377,523

証券業関連負債計 3,521,802 3,578,446

顧客預金 1,042,132 1,113,474

保険契約負債 150,123 152,174

未払法人所得税 20,125 11,089

その他の金融負債 30,333 28,365

その他の負債 107,301 205,318

繰延税金負債 35,795 45,676

負債合計 6,491,477 6,829,711

資本

資本金 98,711 98,929

資本剰余金 147,753 146,777

自己株式 (40) (53)

その他の資本の構成要素 18,197 13,429

利益剰余金 297,495 348,954

親会社の所有者に帰属する持分合計 562,116 608,036

非支配持分 154,979 181,592

資本合計 717,095 789,628

負債・資本合計 7,208,572 7,619,339

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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 前第２四半期累計
(自2020年４月１日

　至2020年９月30日)

 当第２四半期累計
(自2021年４月１日

　至2021年９月30日)

百万円 百万円

収益 228,165 334,283

（内、受取利息） 66,438 83,694

費用

金融収益に係る金融費用 (12,980) (13,826)

信用損失引当金繰入 (18,725) (21,375)

売上原価 (62,755) (94,085)

販売費及び一般管理費 (74,251) (92,968)

その他の金融費用 (2,857) (3,334)

その他の費用 (6,479) (4,855)

費用合計 (178,047) (230,443)

持分法による投資利益 4,394 5,436

税引前利益 54,512 109,276

法人所得税費用 (16,348) (20,338)

四半期利益 38,164 88,938

四半期利益の帰属

親会社の所有者 33,104 76,765

非支配持分 5,060 12,173

四半期利益 38,164 88,938

１株当たり四半期利益
（親会社の所有者に帰属）

基本的（円） 141.43 313.76

希薄化後（円） 125.52 270.17

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書
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 前第２四半期累計
(自2020年４月１日

　至2020年９月30日)

 当第２四半期累計
(自2021年４月１日

　至2021年９月30日)

百万円 百万円

四半期利益 38,164 88,938

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
(3) (268)

持分法適用会社のその他の包括利益に対する持

分
89 137

86 (131)

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

金融資産
434 (18)

在外営業活動体の換算差額 1,540 (5,398)

持分法適用会社のその他の包括利益に対する持

分
157 (20)

2,131 (5,436)

税引後その他の包括利益 2,217 (5,567)

四半期包括利益 40,381 83,371

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 35,262 71,153

非支配持分 5,119 12,218

四半期包括利益 40,381 83,371

要約四半期連結包括利益計算書
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親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本合計
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

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2020年４月１日残高 92,018 139,993 (13,874) (6,385) 239,724 451,476 142,223 593,699

四半期利益 - - - - 33,104 33,104 5,060 38,164

その他の包括利益 - - - 2,158 - 2,158 59 2,217

四半期包括利益合計 - - - 2,158 33,104 35,262 5,119 40,381

新株の発行 1,289 1,186 - - - 2,475 - 2,475

転換社債型新株予約権付社債の発行 - 2,756 - - - 2,756 - 2,756

転換社債型新株予約権付社債の転換 4,042 (484) 12,804 - - 16,362 - 16,362

連結範囲の変動 - - - - - - 888 888

剰余金の配当 - - - - (18,466) (18,466) (6,110) (24,576)

自己株式の取得 - - (11) - - (11) - (11)

自己株式の処分 - (378) 1,067 - - 689 - 689

株式に基づく報酬取引 - 352 - - - 352 90 442

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動
- (736) - - - (736) 6,334 5,598

2020年９月30日残高 97,349 142,689 (14) (4,227) 254,362 490,159 148,544 638,703

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分 資本合計

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

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年４月１日残高 98,711 147,753 (40) 18,197 297,495 562,116 154,979 717,095

四半期利益 - - - - 76,765 76,765 12,173 88,938

その他の包括利益 - - - (5,612) - (5,612) 45 (5,567)

四半期包括利益合計 - - - (5,612) 76,765 71,153 12,218 83,371

新株の発行 218 175 - - - 393 - 393

連結範囲の変動 - - - - - - (1,778) (1,778)

剰余金の配当 - - - - (24,462) (24,462) (5,780) (30,242)

自己株式の取得 - - (13) - - (13) - (13)

自己株式の処分 - (0) 0 - - 0 - 0

株式に基づく報酬取引 - 340 - - - 340 3 343

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動
- (1,491) - - - (1,491) 21,950 20,459

その他の資本の構成要素から利益剰

余金への振替
- - - 844 (844) - - -

2021年９月30日残高 98,929 146,777 (53) 13,429 348,954 608,036 181,592 789,628

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期累計（自2020年４月１日　至2020年９月30日）

当第２四半期累計（自2021年４月１日　至2021年９月30日）
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 前第２四半期累計
(自2020年４月１日

　至2020年９月30日)

 当第２四半期累計
(自2021年４月１日

　至2021年９月30日)

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 54,512 109,276

減価償却費及び償却費 12,043 12,266

持分法による投資利益 (4,394) (5,436)

受取利息及び受取配当金 (69,120) (90,574)

支払利息 15,830 17,150

営業投資有価証券の増減 (35,402) (73,845)

営業債権及びその他の債権の増減 (116,775) (110,102)

営業債務及びその他の債務の増減 48,745 104,989

証券業関連資産及び負債の増減 (160,710) (25,957)

顧客預金の増減 120,650 102,745

その他 (6,756) (16,836)

小計 (141,377) 23,676

利息及び配当金の受取額 66,501 88,315

利息の支払額 (14,506) (16,525)

法人所得税の支払額 (11,550) (19,897)

営業活動によるキャッシュ・フロー (100,932) 75,569

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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 前第２四半期累計
(自2020年４月１日

　至2020年９月30日)

 当第２四半期累計
(自2021年４月１日

　至2021年９月30日)

百万円 百万円

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 (6,955) (10,427)

投資有価証券の取得による支出 (20,820) (50,119)

投資有価証券の売却及び償還による収入 14,196 30,929

子会社の取得による支出 (6,474) (5,830)

子会社の売却による収入 (87) 1,610

貸付による支出 (27,903) (23,945)

貸付金の回収による収入 25,914 38,212

その他 (6,372) (4,358)

投資活動によるキャッシュ・フロー (28,501) (23,928)

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 (127,003) (155,938)

長期借入による収入 42,420 96,205

長期借入金の返済による支出 (13,344) (44,543)

社債の発行による収入 144,011 172,908

社債の償還による支出 (46,001) (50,372)

株式の発行による収入 2,475 393

非支配持分からの払込による収入 33 1,682

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 6,886 20,637

配当金の支払額 (18,442) (24,436)

非支配持分への配当金の支払額 (450) (667)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額 (5,663) (5,066)

自己株式の取得による支出 (11) (13)

非支配持分への子会社持分売却による収入 429 2,507

非支配持分からの子会社持分取得による支出 (111) (3,093)

その他 (1,957) (4,515)

財務活動によるキャッシュ・フロー (16,728) 5,689

現金及び現金同等物の増減額 (146,161) 57,330

現金及び現金同等物の期首残高 843,755 802,702

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 (1,085) (5,120)

現金及び現金同等物の四半期末残高 696,509 854,912
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

前第２四半期
（自2020年４月１日

至2020年９月30日）

当第２四半期
（自2021年４月１日

至2021年９月30日）

百万円 百万円

収益

金融収益

受取利息

　償却原価で測定される金融資産（注）１ 66,069 83,259

　FVTOCIで測定する負債性金融資産（注）２ 369 435

FVTPLで測定する金融資産から生じる収益 49,804 94,676

その他 300 504

金融収益合計 116,542 178,874

保険契約から生じる収益 46,065 54,019

顧客との契約から生じる収益

役務の提供による収益 47,320 56,800

物品の販売による収益 2,851 22,002

その他 15,387 22,588

収益合計 228,165 334,283

（収益）

収益の内訳は次のとおりであります。

（注）１.主に、銀行業及び証券業における貸付金から生じる受取利息であります。

　　　２.主に、保険業において保有する債券から生じる受取利息であります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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