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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

第３四半期連結
累計期間

第11期
第３四半期連結
会計期間

第10期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 101,172 29,424 222,567

経常利益又は経常損失（△）（百万円） 1,730 △3,042 35,687

四半期純損失（△）

又は当期純利益　（百万円）
△11,847 △10,324 4,228

純資産額（百万円） － 425,929 387,766

総資産額（百万円） － 1,197,888 1,219,247

１株当たり純資産額（円） － 21,486.47 21,438.08

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は当期純利益金額（円）
△827.67 △617.37 376.63

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － 344.65

自己資本比率（％） － 30.0 19.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
60,069 － 50,073

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△29 － △20,610

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△35,490 － △9,957

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（百万円）
－ 185,450 159,007

従業員数（人） － 2,529 2,666

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等を含んでおりません。　

３．第11期の第３四半期連結累計期間及び第３四半期連結会計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額につきましては、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間における重要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

（１）設立、取得等により増加した主な会社等

名称 住所
資本金
又は出資金
（百万円）

主要な事業の内容
（注）１

議決権の所有割合
又は出資比率
（％）　（注）２

関係内容

（連結子会社）　      

ＳＢＩメザニンファンド３号

投資事業有限責任組合

東京都　

港区
32　

アセットマネジメン

ト事業

100.0

(6.3)
──────　

SBI & Capital 22 JV Fund, L.P. 
ケイマン

諸島

303　

万米ドル　

アセットマネジメン

ト事業

99.0

(0.0)
──────　

（注） １．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合又は出資比率の（　）内は議決権の間接所有割合を内数で示しております。なお、投資事

業組合等につきましては、当企業グループによる出資比率を記載しており、（　）内は間接出資比率を内数

で示しております。

（２）減少した会社等

当第３四半期連結会計期間において、連結子会社であったベンチャーファンド１号及び有限会社ジェイ・レッ

プ・Ｅ匿名組合は、清算手続きが完了したため、終了いたしました。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人）  2,529

　（注）従業員数は就業人員数であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人）  234

　（注）従業員数は就業人員数であります。（出向者を除く）
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第２【事業の状況】

１【営業の状況】

（１）アセットマネジメント事業の状況

アセットマネジメント事業における投資事業組合等の運用規模は、ＩＴ・バイオ分野1,209億円（各ファンドの直

近決算における時価純資産価額）、環境・エネルギー分野67億円（同）、海外分野550億円（同）、バイアウト・メ

ザニン分野352億円（同）、投資信託・投資顧問等分野1,987億円（平成20年12月31日現在の基準価額に基づく時価

純資産価額）となっており、これに不動産分野559億円（平成20年12月31日現在の投資総額）を加えた運用規模総

額は4,727億円となりました。

投資事業組合等の管理業務並びに投資業務の状況は、次のとおりであります。

① 投資事業組合等の管理業務

以下の情報は、平成20年12月31日現在における主なファンドの直近決算（中間決算を含む）に基づく情報であ

ります。

　 運用者

設立日

決算期
(中間)

主な
投資対象

監査法人

投資社数
（社）

出資
約束金

(百万円)

当社出資

比率

(グループ

出資比率)

（％）

純資産
価額 

(百万円) 
成功報酬
(百万円)

契約満了日
（延長後満了日）

投資残高
(百万円)

累計配当 
(百万円)

時価
純資産
価額 

(百万円)

ソフトバンク・イ

ンターネットファ

ンド

ソフトトレ

ンドキャピ

タル(株)

1999年７月１日

９月

国内外のイ

ンターネッ

ト関連企業

等

優成

監査法人

24 12,300
0.0

(11.4)

6,756

－

2010年９月30日 3,555 5,535 6,701

SBIブロードバンド

キャピタル投資事

業匿名組合

SBIブロー

ドバンド

キャピタル

(株)

2004年９月１日
８月

(２月)

国内外のブ

ロードバン

ド関連企業

等

監査法人

トーマツ

138 20,812
0.0

(0.2)

17,550

－
2009年８月31日

(2011年８月31日)
11,953 － 17,420

SBIブロードバンド

ファンド１号投資

事業有限責任組合

SBIインベ

ストメント

(株)

2004年10月１日
６月

(12月)

国内外のブ

ロードバン

ド関連企業

等

監査法人

トーマツ

141 32,600
37.4

(37.7)

27,307

－
2009年８月31日

(2011年８月31日)
24,421 － 26,199

SBIビービー・メ

ディア投資事業有

限責任組合

SBIインベ

ストメント

(株)

2005年３月24日
12月

(６月)

国内外のコ

ンテンツ・

メディア・

ブロードバ

ンド関連企

業等 

監査法人

トーマツ

111 20,000
9.5

(10.0)

15,901

－

2010年６月30日

(2012年６月30日)
14,340 － 14,589

SBIビービー・モバ

イル投資事業有限

責任組合

SBIインベ

ストメント

(株)

2006年３月30日
12月

(６月)

国内外のモ

バイルテク

ノロジー関

連企業等 

監査法人

トーマツ

106 32,000
34.1

(35.0)

28,192

－
2011年12月31日

(2013年12月31日)
13,884 － 27,747

SBI・NEOテクノロ

ジーA投資事業有

限責任組合

SBIインベ

ストメント

(株)

2008年７月１日
12月

(６月)

国内外のIT

・環境分野

等の非上場

又は上場企

業等

監査法人

トーマツ

1 10,000
42.0

(43.0)

9,762

－
2013年12月31日

(2015年12月31日)
179 － 9,776

SBIメザニンファン

ド２号投資事業有

限責任組合

（注）７

SBIキャピ

タルソ

リューショ

ンズ(株)

2005年４月12日
１月

(７月)

DIPファイ

ナンス等を

必要とする

国内外企業

監査法人

トーマツ

34 9,710
61.8

(73.2)

10,117

422
2013年１月31日

(2015年３月31日)
5,947 1,274 10,117

首都圏企業再生

ファンド投資事業

有限責任組合

SBIキャピ

タルソ

リューショ

ンズ(株)

2006年３月13日
１月

(７月)

DIPファイ

ナンス等が

必要な首都

圏で活動す

る企業

監査法人

トーマツ

16 2,700 0.0

(7.4)

 

2,792

23
2011年１月31日

(2013年１月31日)
2,180 267 2,792

SBIメザニンファン

ド３号投資事業有

限責任組合

SBIキャピ

タルソ

リューショ

ンズ(株)

2008年10月30日
１月

(７月)

DIPファイ

ナンス等を

必要とする

国内外企業

監査法人

トーマツ

（予定）

－ 3,200
93.8

(100.0)

3,200

－
2016年１月31日

(2018年３月31日)
－ － 3,200
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　 運用者

設立日

決算期
(中間)

主な
投資対象

監査法人

投資社数
（社）

出資
約束金

(百万円)

当社出資

比率

(グループ

出資比率)

（％）

純資産
価額 

(百万円) 
成功報酬
(百万円)

契約満了日
（延長後満了日）

投資残高
(百万円)

累計配当 
(百万円)

時価
純資産
価額 

(百万円)

SBI Value Up

Fund１号投資事業

有限責任組合

SBIキャピ

タル(株)

2006年９月１日
11月

(５月)

バイアウト

投資、企業再

生投資、上場

企業へのマ

イノリティ

投資

監査法人

トーマツ

6 23,100
43.3

(49.8)

21,359

114

2014年11月30日

(2016年８月31日)
15,572 438 19,153

SBI・リアル・イン

キュベーション１

号投資事業有限責

任組合

SBIインベ

ストメント

(株)

2003年９月１日
８月

(２月)

フランチャ

イズ企業等

優成

監査法人

18 1,800
10.0

(13.3)

1,261

－
2011年８月31日

(2013年８月31日)
766 － 1,261

バイオビジョン・

ライフサイエンス

・ファンド１号

SBIインベ

ストメント

(株)

2003年12月24日

11月

国内外のバ

イオテクノ

ロジー関連

企業等

監査法人

トーマツ

13 4,200
47.6

(59.5)

3,100

－
2012年９月30日

(2014年９月30日)
3,023 － 2,795

SBIバイオ・ライフ

サイエンス投資事

業有限責任組合

SBIインベ

ストメント

(株)

2005年８月１日
11月

(５月)

国内外のバ

イオテクノ

ロジー関連

企業等

監査法人

トーマツ

25 6,300
46.0

(47.6)

4,921

－
2012年11月30日

(2014年11月30日)
4,651 － 4,598

SBIライフサイエン

ス・テクノロジー

投資事業有限責任

組合

SBIインベ

ストメント

(株)

2007年３月１日
11月

(５月)

国内外のバ

イオテクノ

ロジー関連

企業等

監査法人

トーマツ

14 6,000
51.7

(53.3)

5,515

－
2015年11月30日

(2017年11月30日)
1,795 － 5,501

SBIライフサイエン

ス・テクノロジー

２号投資事業有限

責任組合

SBIインベ

ストメント

(株)

2007年９月１日
11月

(５月)

国内外のバ

イオテクノ

ロジー関連

企業等

監査法人

トーマツ

14 4,000
40.0

(42.5)

3,744

－
2015年11月30日

(2017年11月30日)
1,130 － 3,735

環境エネルギー１

号投資事業有限責

任組合 

(株)環境エ

ネルギー投

資

2007年９月５日

12月

(６月)

主に国内外

の電力・エ

ネルギー・

環境分野に

関連する事

業を行う企

業等

新日本

有限責任

監査法人

7 7,510

49.9

(50.1)

6,799

－

2016年12月31日

(2018年12月31日)
875 － 6,799

SBI CDI コーポ

レートインキュ

ベーション 

SBIイン

キュベー

ション・ア

ドバイザ

リー(株)

2005年８月５日 

３月
国内外の有

望企業等

優成

監査法人

2 630
44.6

(55.7)

618

－

－ 516 － 618

NEW HORIZON

FUND, L.P.

（注）８

NEW

HORIZON

PARTNERS

LTD.

2005年５月30日
12月

(６月)

主に中国の

有望企業等 

Price

Waterhouse

Coopers

8 9,101
50.0

(50.0)

12,411

－

－ 6,642 6,240 21,551

SBI＆TH Venture

Capital

Enterprise

（注）９

SBI＆

TH(Beijing)

Venture

Capital

Management

Co.,Ltd.

2008年１月18日

12月
主に中国の

有望企業等 

ShineWing

Certified

Public

Accountants

2 2,730
99.0

(100.0)

2,710

－

2016年１月17日 157 － 2,710

SBI＆BDJB

China Fund,LP

（注）10

SBI＆BDJB

Management

Limited

　

2008年２月25日

12月
主に中国の

有望企業等 

RSM Nelson

Wheeler

－ 9,110
49.9

(50.1)

8,994

－
2013年２月25日

(2015年２月25日)
－ － 8,994
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　 運用者

設立日

決算期
(中間)

主な
投資対象

監査法人

投資社数
（社）

出資
約束金

(百万円)

当社出資

比率

(グループ

出資比率)

（％）

純資産
価額 

(百万円) 
成功報酬
(百万円)

契約満了日
（延長後満了日）

投資残高
(百万円)

累計配当 
(百万円)

時価
純資産
価額 

(百万円)

THE VIETNAM 

JAPAN FUND

（注）11

FPT Fund

Management

Joint Stock

Company

2008年４月３日

９月　

主にベトナ

ムの有望企

業等

Ernst＆

Young

2 10,227
89.9

(90.0)

10,191  

－

 
2014年３月19日

(2017年３月19日)
174 － 10,190

India Japan Fund

（注）12

SS Venture

Services

Limited

2008年４月29日

３月　

主にインド

の有望企業

等

Ernst＆

Young

－ 9,101
0.0

(95.0)

9,101  

－

 
2013年４月29日

(2015年４月29日)
－ － 9,101

SBI SOI Limited 

Partnership

SBI

Discovery

Fund

Managament 

Limited

2008年６月４日

12月　

主にアジア

の大学発ベ

ンチャー企

業等

未定

－ 500
99.9

(100.0)

500  

－

 
2016年６月４日

(2018年６月４日)
－ － 500

SBI＆ 

Capital 22 

JV Fund,L.P.

（注）13

SBI ＆ 

Capital

22 Management

Co. Ltd. 

2008年10月29日

12月　

台湾及び中

国の未公開

企業等

Ernst＆

Young

－ 2,047
66.6

(66.7)

2,035  

－

 
2013年11月14日

(2015年11月14日)
－ － 2,035

合　　計
682 239,678 35.4

(41.5)

214,836
559

111,760 13,754 218,082

（注） １．当第３四半期連結会計期間において清算終了または運用を終了したファンドは、以下のとおりであります。

　 運用者

設立日

主な
投資対象

監査法人

投資社数
（社）

当初
出資金

(百万円)
当社出資
比率

(グループ
出資比率)
（％）

純資産
価額

(百万円)
成功報酬
(百万円)

契約満了日
投資残高
(百万円)

累計配当
(百万円)

時価
純資産
価額

(百万円)

ベンチャー

ファンド１号

ＳＢＩインベストメ

ント(株)

2007年12月18日 国内の有望
企業等（上
場・未上場
は問わず）

－

－ 1,800

－

－

－
2008年９月30日 － 1,797 －

KINGSWAY SBF

INVESTMENT

COMPANY 

LIMITED

（注）14 

KINGSWAY

SBF

INVESTMENT

MANAGEMENT

COMPANY LIMITED

2004年５月11日

主に香港、中
国の有望企
業等

KPMG

－ 792

－

－

279

2008年12月18日 － 1,665 －

２．投資社数には証券投資のほか組合への投資等の件数も含まれておりますが、減損処理を全額行っているも

のにつきましては除外されております。また、投資社数の合計は各ファンド間において同一の投資先がある

場合には重複して計算されております。

３．純資産価額は、取得原価（著しく価値の下落したものは減損処理後の金額）により評価しており、引当金を

計上している場合は引当後の金額で算出しております。また、出資約束金の未払込額を含めて算出しており

ます。

４．時価純資産価額は、純資産価額に各ファンドの直近決算期末（中間決算も含みます）現在の有価証券含み

損益を加味した金額であります。なお、時価を算定するにあたっては、公開株式につきましては各ファンド

の直近決算期末（中間決算も含みます）現在の取引相場の終値、未公開株式等につきましては取得原価で

評価しております。また、出資約束金の未払込額を含めて算出しております。

５．設立後最初の決算を迎えていないファンドは、投資社数及び投資残高の記載を省略し、純資産価額及び時価

純資産価額につきましては、出資約束金を記載しております。
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６．上記の投資事業組合のうち、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の

取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第20号　平成18年９月８日）の適用に伴い、連結の範囲に含め

ているファンドは以下のとおりであります。

・ソフトバンク・インターネットファンド

・ＳＢＩブロードバンドファンド１号投資事業有限責任組合

・ＳＢＩビービー・モバイル投資事業有限責任組合

・SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合

・ＳＢＩメザニンファンド２号投資事業有限責任組合

・首都圏企業再生ファンド投資事業有限責任組合

・ＳＢＩメザニンファンド３号投資事業有限責任組合

・SBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組合

・ＳＢＩ・リアル・インキュベーション１号投資事業有限責任組合

・バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド１号

・ＳＢＩバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合

・ＳＢＩライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合

・ＳＢＩライフサイエンス・テクノロジー２号投資事業有限責任組合

・ＳＢＩ ＣＤＩコーポレートインキュベーション

・SBI＆TH Venture Capital Enterprise

・THE VIETNAM JAPAN FUND

・India Japan Fund

・SBI＆Capital 22 JV Fund,L.P.

７．当社出資比率につきましては、ＳＢＩメザニンファンド１号からの出資分も含めております。　

８．NEW HORIZON FUND, L.P.は米ドル建による報告形態をとっているため、投資残高、出資約束金、純資産価

額及び時価純資産価額の計算にあたりまして、米ドル建の金額に平成20年12月31日現在の為替レート（US$

１＝91.01円）を乗じた金額を便宜上記載しております。

９．SBI＆TH Venture Capital Enterpriseは米ドル建による報告形態をとっているため、投資残高、出資約束金、純資

産価額及び時価純資産価額の計算にあたりまして、米ドル建の金額に平成20年12月31日現在の為替レート

（US$１＝91.01円）を乗じた金額を便宜上記載しております。

10．SBI＆BDJB China Fund,LPは米ドル建による報告形態をとっているため、投資残高、出資約束金、純資産価額

及び時価純資産価額の計算にあたりまして、米ドル建の金額に平成20年12月31日現在の為替レート（US$１

＝91.01円）を乗じた金額を便宜上記載しております。

11．THE VIETNAM JAPAN FUNDはベトナムドン建による報告形態をとっているため、投資残高、出資約束金、純

資産価額及び時価純資産価額の計算にあたりまして、ベトナムドン建の金額に平成20年９月30日現在の為

替レート（VND10,000＝63.92円）を乗じた金額を便宜上記載しております。

12．India Japan Fundは米ドル建による報告形態をとっているため、投資残高、出資約束金、純資産価額及び時価純

資産価額の計算にあたりまして、米ドル建の金額に平成20年12月31日現在の為替レート（US$１＝91.01

円）を乗じた金額を便宜上記載しております。

13．SBI＆Capital 22 JV Fund,L.P.は米ドル建による報告形態をとっているため、投資残高、出資約束金、純資産価

額及び時価純資産価額の計算にあたりまして、米ドル建の金額に平成20年12月31日現在の為替レート（US$

１＝91.01円）を乗じた金額を便宜上記載しております。

14．KINGSWAY SBF INVESTMENT COMPANY LIMITEDは平成20年12月18日に運用終了しております。当ファ

ンドは米ドル建による報告形態をとっているため、当初出資金、累計配当及び成功報酬の計算にあたりまし

て、米ドル建の金額に平成20年12月18日現在の為替レート（US$１＝87.47円）を乗じた金額を便宜上記載

しております。　

②　投資業務

②－１　証券種類別投資実行額及び投資残高

当企業グループの運営する投資事業組合等による投資

証券種類

投資実行額

当第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額
（百万円）

会社数
（社）

株式 4,050 16

新株予約権付社債 1,500 1
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証券種類

投資実行額

当第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額
（百万円）

会社数
（社）

新株予約権 － －

その他（社債等） 13,702 22

合計 19,253 39

証券種類

投資残高

当第３四半期連結会計期間末

（平成20年12月31日現在)

金額
（百万円）

会社数
（社）

株式 115,634 240

新株予約権付社債 2,994 6

新株予約権 36 3

その他（社債等） 12,187 36

合計 130,853 285

（注）１．当第３四半期連結会計期間の投資実行額及び当第３四半期連結会計期間末の投資残高は平成20年12

月31日の仮決算に基づく金額であります。

２．会社数については、１社に対し複数のファンドから投資している場合は１社としてカウントしてお

り、重複を排除しております。同一の会社の複数の証券種類に出資している場合は、それぞれを１社と

してカウントしており、証券種類間の重複があります。なお、重複社数を除いた平成20年12月31日現在

の投資会社数の合計は275社であります。

当第３四半期連結会計期間の投資実行数には、証券種類間の重複はありません。

３．投資残高は時価評価したものを記載しておりますが、時価を算定するにあたっては、公開株式につき

ましては平成20年12月31日現在の取引相場の終値、未公開株式等につきましては取得原価（著しく価

値の下落したものは減損処理後の金額）で評価しております。
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当企業グループによる直接投資

証券種類

投資実行額

当第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額
（百万円）

会社数
（社）

株式 591 2

新株予約権付社債 50 1

新株予約権 － －

その他（社債等） 1,497 1

合計 2,138 4

証券種類

投資残高

当第３四半期連結会計期間末

（平成20年12月31日現在）

金額
（百万円）

会社数
（社）

株式 24,830 68

新株予約権付社債 60 2

新株予約権 － －

その他（社債等） 1,394 2

合計 26,285 72

（注）１．同一の会社の複数の証券種類に直接投資している場合は、それぞれを１社としてカウントしておりま

すが、当第３四半期連結会計期間の投資実行社数及び平成20年12月31日現在の投資会社数には、証券

種類間の重複はありません。

２．当第３四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表に計上した営業投資有価証券97,845百万円につ

いては、上記直接投資の投資残高26,285百万円、連結の範囲に含めている投資事業組合等の投資残高

56,276百万円、及び連結の範囲に含まれていない投資事業組合等への出資金21,468百万円の合計額か

ら投資損失引当金を控除して掲記しております。

３．連結の範囲に含めている投資事業組合等における当第３四半期連結会計期間の投資実行額及び平成

20年12月31日現在の投資残高は、前頁の当企業グループの運営する投資事業組合等による投資に含め

て記載しております。
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②－２　投資先企業の公開状況

　前連結会計年度及び当第３四半期連結会計期間において、当企業グループ並びに当企業グループが運営

している投資事業組合等からの投資先企業の公開等状況は、次のとおりであります。

前連結会計年度（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

社数 投資先企業名 公開等年月 公開等 事業内容
本社
所在地

国内：８社

海外：４社

(株)ケアネット 平成19年４月
公開

（東証マザーズ）

製薬企業向け医薬営業支援サービス及び

医師向け医療コンテンツ等の提供
東京都

日本テクノ・ラボ(株) 平成19年５月
公開

（札証アンビシャス）

各種事業におけるソフトウェアの開発、販

売及びシステムインテグレーション等
東京都

(株)トラストワークス 平成19年６月
公開

（ジャスダック）

主に製造業に対する請負・派遣業務を中

心とした人材サービス関連事業
神奈川県

インフォテリア(株) 平成19年６月
公開

（東証マザーズ）

「XML」をベースとし、データ連携を実

現するミドルウェアである「ASTERIA」

等の開発、販売、保守等

東京都

Yingli Green

Energy Holding

Company Ltd.

平成19年６月
公開

（米国）

太陽光発電装置・部品の開発・製造・販

売
中国

(株)フルスピード 平成19年８月
公開

（東証マザーズ）

SEOコンサルティング事業及びインター

ネット広告代理業等
東京都

China Boqi
Environmental 
Solutions Technology
(Holding) Co.,Ltd.

平成19年８月
公開

（東証１部）

主に石炭火力発電所で用いられる排煙脱

硫・脱硝システム等の設計、建設、設置及

びアフターサービスの提供等

中国

Kingsoft Corporation

Ltd.
平成19年10月

公開

（香港）

コンピュータ及びインターネット用ソフ

トウェア製品の企画・開発・販売、イン

ターネットを利用した各種情報提供サー

ビス及び広告業務

香港

(株)ナチュラム 平成19年10月
公開

（大証ヘラクレス）

釣具、アウトドア用品等のインターネット

通信販売事業等
大阪府

(株)ウェブマネー 平成19年12月
公開

（ジャスダックＮＥＯ）

電子商取引に関する決済機能を有した

サーバ管理型電子マネー「WebMoney」

の販売

東京都

Goldwind Science & 

Technology Co.,Ltd.
平成19年12月

公開

（中国）
風力発電 中国

カルナバイオサイエン

ス(株)
平成20年３月

公開

（ジャスダックＮＥＯ）

キナーゼ阻害薬の創薬基盤技術を用いた、

製品・サービスの販売（創薬支援）及び

医薬品の研究・開発（創薬）

兵庫県

（注）１．投資先が新規公開した場合には、「公開」と記載し、（　）内には公開市場を記載しております。

２．海外企業の本社所在地は、主たる営業地域または実質的な本店所在地を基準に記載しております。

当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間において、当企業グループ並びに当企業グループが運営している投資事業組合等か

らの投資先企業の公開等はありません。　
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（２）ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事業の状況　

ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事業は、主に株式会社ＳＢＩ証券によって運営されている証券関

連事業及びＳＢＩフューチャーズ株式会社によって運営される商品先物関連事業により構成されております。

各事業の主な実績は以下のとおりであります。

①　販売実績

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

事業区分
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

証券関連事業

委託手数料 5,445

引受け・売出し等の手数料 14

募集・売出し等の取扱手数料 97

その他の受入手数料 1,032

トレーディング損益 790

金融収益 3,312

その他の営業収益 94

小計 10,786

商品先物関連事業

商品先物取引 135

商品ファンド 0

その他 0

小計 136

セグメント間の内部売上高消去前合計・・・① 10,922

セグメント間の内部売上高・・・② (430)

外部顧客に対する売上高・・・①＋② 10,492

②　その他の主要な指標

株式会社ＳＢＩ証券

　
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１日あたり平均株式売買代金 　2,579億円

　
当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日現在）

総合口座数 1,817,024口座

信用取引口座数 186,629口座

預り資産 　2兆9,559億円

ＳＢＩフューチャーズ株式会社

　
当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日現在）

商品先物関連口座数 3,157口座
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２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当企業グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

（１）業績の状況

当第３四半期連結会計期間の経営成績につきましては、売上高が29,424百万円、営業損失は1,182百万円、経常損失

は3,042百万円、四半期純損失は10,324百万円となりました。

事業の種類別セグメントの売上高は次のとおりであります。

 事業区分

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

アセットマネジメント事業 3,897 13.2

 株式等投資関連事業 3,374   

  営業投資有価証券売上高 3,095    

  投資事業組合等管理収入 279    

 投資顧問・その他事業 523   

ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事

業
10,922 37.1

 証券関連事業 10,786   

 商品先物関連事業 136   

ファイナンシャル・サービス事業 5,548 18.9

 マーケットプレイス事業 1,120   

 ファイナンシャル・プロダクト事業 2,024   

 ファイナンシャル・ソリューション事業 1,097   

 その他の事業 1,043   

 新規事業 262   

住宅不動産関連事業 8,257 28.1

 不動産事業 2,192   

 不動産金融事業 2,315   

 生活関連ネットワーク事業 3,749   

システムソリューション事業 1,936 6.6

セグメント間の内部売上高 (1,137) (3.9)

合計 29,424 100.0

（注） 記載金額の百万円未満を切り捨てて表示しております。
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＜売上高＞

１）アセットマネジメント事業

　アセットマネジメント事業の売上高は、株式等投資関連事業及び投資顧問・その他事業から構成されております。

　

　（株式等投資関連事業）　

　ＩＴ、バイオ、ブロードバンド、メディア、モバイル関連等のベンチャー企業及びリストラクチャリングを必要とす

る企業等への投資に関する事業であり、キャピタルゲインを目的とした保有株式等（営業投資有価証券）を売却し

た場合に計上される「営業投資有価証券売上高」、ファンドの設立報酬、管理報酬及び成功報酬からなる「投資事

業組合等管理収入」により構成されております。なお、当企業グループが運営するファンドへ当社又は当社の連結

子会社が出資した場合、連結の範囲に含めたファンドにおける売上高については、当企業グループ以外の出資割合

相当額を含む全額が営業投資有価証券売上高として計上されております。

　当第３四半期連結会計期間におきましては、営業投資有価証券売上高は3,095百万円となりました。これは主に連結

の範囲に含めたファンドの売上及びNew Horizon Fund,L.P.の決算取込によるものであります。また、投資事業組合等

管理収入は279百万円となり、これは主にＳＢＩブロードバンドキャピタル投資事業匿名組合及びＳＢＩビービー

・メディア投資事業有限責任組合からの管理収入によるものであります。

　（投資顧問・その他事業）　

　当第３四半期連結会計期間において投資顧問・その他事業の売上高は523百万円となっております。主として投資

信託の管理収入や営業貸付金利息によるものであります。

　

２）ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事業

　ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事業の売上高は、証券関連事業及び商品先物関連事業から構成さ

れております。

　

　（証券関連事業）

　証券関連事業における売上高は、証券売買取引等に伴う委託手数料、新規公開株式等の引受け・売出し等の手数

料、株式等の募集・売出し等の取扱手数料等により構成されております。　

　当第３四半期連結会計期間におきましては、証券関連事業の売上高が10,786百万円となっております。当該売上高

は主に株式会社ＳＢＩ証券（旧ＳＢＩイー・トレード証券株式会社）及びＳＢＩリクイディティ・マーケット株

式会社で計上されたものであります。

　（商品先物関連事業）

商品先物関連事業における売上高は、商品先物取引の受取手数料等により構成されております。

当第３四半期連結会計期間において商品先物関連事業の売上高が136百万円となっております。当該収入はＳＢ

Ｉフューチャーズ株式会社で計上されたものであります。

　

３）ファイナンシャル・サービス事業

ファイナンシャル・サービス事業の売上高は、マーケットプレイス事業、ファイナンシャル・プロダクト事業、

ファイナンシャル・ソリューション事業、その他の事業及び新規事業から構成されております。

　

　（マーケットプレイス事業）

　マーケットプレイス事業では、自動車保険の見積もり件数が堅調に推移しており、「保険の窓口インズウェブ」を

中心とした金融系サービスサイトにおける取引ユーザー数（＊）を順調に積み上げております。当第３四半期連結

会計期間におけるマーケットプレイス事業の売上高は1,120百万円となりました。

  （＊）サイト上で実際に見積もり、資料請求、仮申込等の取引を行った数

　（ファイナンシャル・プロダクト事業）

　リース事業を手がけるＳＢＩリース株式会社では、ブロードバンド通信インフラ関連やブロードバンド・コンテ

ンツビジネス関連のリース案件に加え、移動体通信インフラ関連のリース案件に取り組んでおり、転リースやリー

ス・シンジケート団アレンジを含めたリース残高は758億円超（当第３四半期連結会計期間末）となっておりま

す。当第３四半期連結会計期間におけるファイナンシャル・プロダクト事業の売上高は2,024百万円となりました。
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　（ファイナンシャル・ソリューション事業）

　ＥＣ事業者向けオンライン決済ソリューションを提供するＳＢＩベリトランス株式会社は、国内インターネット

市場やＥＣ市場の順調な拡大等を背景に、トランザクション件数を前年同期比29.6％増の1,312万件超と順調に増加

させております。また、当社は、複数の金融機関口座の取引内容を一元管理するソフトウェア「Money Look?」の技

術等を６社に提供し、同ソフトウェアのユーザー数が62万人超(当第３四半期連結会計期間末)となりました。これら

の結果、当第３四半期連結会計期間におけるファイナンシャル・ソリューション事業の売上高は1,097百万円となり

ました。

　（その他の事業）

投資信託を主体とした金融商品の評価情報等を提供するモーニングスター株式会社では、ＩＲデータ、投信デー

タ、株価情報データの販売等が増加しております。また、ウェブサイトの評価・ランキング・ビジネス支援サービス

を提供するゴメス・コンサルティング株式会社では、金融機関向けの受注が減少しましたが、モバイルＳＥＯサー

ビスをはじめとした新サービスの提案により、需要の開拓に努めております。これらの結果、当第３四半期連結会計

期間におけるその他の事業の売上高は1,043百万円となりました。

　（新規事業）

　マスターカードブランドである各種ＳＢＩカードを発行するＳＢＩカード株式会社は、業界トップクラスの高機

能カードの強みを活かし、カード発行枚数は発行開始後２年１ヶ月で４万２千枚超(当第３四半期連結会計期間末)

となっております。平成20年１月に営業を開始したＳＢＩ損害保険株式会社は、同年３月の保険料の引き下げや同

年８月のウェブサイトリニューアル等により、自動車保険の成約件数が増加しております。平成20年４月に営業開

始したＳＢＩアクサ生命保険株式会社は、同年６月より従来のダイレクト販売に加えて募集代理店での商品販売を

開始し新たな販売チャネルを開拓しているほか、認知度の向上を目指して積極的なＰＲ活動に取り組み、成約件数

の増加を図っております。これらの結果、当第３四半期連結会計期間における新規事業の売上高は262百万円となり

ました。

　

４）住宅不動産関連事業

　住宅不動産関連事業の売上高は、不動産事業、不動産金融事業及び生活関連ネットワーク事業から構成されており

ます。

　

　（不動産事業）

　不動産事業におきましては、当第３四半期連結会計期間における売上高は2,192百万円となりました。当事業の売上

高は、主に当社及び株式会社リビングコーポレーションで計上されたものであります。

　（不動産金融事業）

　不動産事業とともに不動産の事業生態系を形成する不動産金融事業の当第３四半期連結会計期間における売上高

は2,315百万円となりました。当事業の売上高は、ＳＢＩモーゲージ株式会社及び株式会社セムコーポレーションで

計上されたものであります。

　（生活関連ネットワーク事業）

　生活関連ネットワーク事業はあらゆる商品やサービスの比較・検索・見積もりサイト等の運営、美容健康食品及

び服飾品等の販売・サービス等により構成されております。当第３四半期連結会計期間における売上高は3,749百万

円となりました。

　

５）システムソリューション事業

　当第３四半期連結会計期間におけるシステムソリューション事業の売上高は、1,936百万円となりました。当事業の

売上高は、主にSBI Robo株式会社及びＳＢＩネットシステムズ株式会社（旧株式会社シーフォーテクノロジー）で

計上されたものであります。

　

なお、各事業別の売上高については、セグメント間の内部売上高消去前の金額を記載しております。　

　

＜売上原価＞

１）アセットマネジメント事業

　当第３四半期連結会計期間におけるアセットマネジメント事業の売上原価は、3,699百万円となっており、主なもの

は営業投資有価証券評価損を含む営業投資有価証券売上原価であります。

２）ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事業

　当第３四半期連結会計期間におけるブローカレッジ＆インベストメントバンキング事業の売上原価は、1,142百万

円となっており、主なものは信用取引または貸借取引により発生した支払利息及び品借料等の金融費用でありま

す。
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３）ファイナンシャル・サービス事業

　当第３四半期連結会計期間におけるファイナンシャル・サービス事業の売上原価は、3,541百万円となっており、主

なものはリース原価であります。

４）住宅不動産関連事業

　当第３四半期連結会計期間における住宅不動産関連事業の売上原価は、5,548百万円となっており、主なものは販売

用不動産等売上原価であります。

５）システムソリューション事業

　当第３四半期連結会計期間におけるシステムソリューション事業の売上原価は、1,518百万円となっており、主に

SBI Robo株式会社及びＳＢＩネットシステムズ株式会社（旧株式会社シーフォーテクノロジー）で計上されたもの

であります。

　

なお、各事業別の売上原価については、セグメント間の内部売上原価消去前の金額を記載しております。

＜販売費及び一般管理費＞

　当第３四半期連結会計期間における販売費及び一般管理費は、15,283百万円となっております。主なものは人件費、

証券システムの業務委託費等であります。

＜営業外収益＞

　当第３四半期連結会計期間における営業外収益は、525百万円となっております。主なものは受取利息及び受取配

当金であります。

＜営業外費用＞

　当第３四半期連結会計期間における営業外費用は、2,384百万円となっております。主なものは支払利息及び為替差

損であります。

＜特別利益＞

　当第３四半期連結会計期間における特別利益は、119百万円となっております。主なものは投資有価証券売却益で

あります。

＜特別損失＞

　当第３四半期連結会計期間における特別損失は、投資有価証券評価損5,962百万円の計上等により8,437百万円と

なっております。投資有価証券評価損の主なものは株式を相互保有する住友信託銀行株式会社の普通株式の評価損

であります。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は185,450百万円となり、第２四半期連結会計期間

末の152,553百万円より32,896百万円の増加となりました。

当第３四半期連結会計期間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）

営業活動によるキャッシュ・フローは63,483百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が

11,359百万円、及び営業投資有価証券の増減額が4,317百万円の支出となったこと等の減少要因があったものの、顧

客分別金信託の増減額が13,025百万円の収入及び信用取引資産及び信用取引負債の増減額が52,098百万円の収入と

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）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,811百万円の収入となりました。これは、子会社株式の追加取得による支

出が2,223百万円あった一方で、貸付金の純増減額が2,783百万円の収入となったこと等の要因によるものでありま

す。

（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、32,059百万円の支出となりました。これは、短期借入金の純増減額が

23,998百万円の支出及び社債の償還による支出が6,440百万円あったこと等の要因によるものであります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当企業グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（４）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、137百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当企業グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 34,169,000

計 34,169,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,763,443 16,765,441

東京証券取引所

市場第一部

大阪証券取引所

市場第一部

（注）２

計 16,763,443 16,765,441 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧

商法に基づき発行された新株引受権付社債等の権利行使を含む）により発行された株式数は含まれておりま

せん。

　２．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株制度は採用しておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　当社はストックオプション制度を採用しており、その内容は次のとおりであります。

当社は旧イー・トレード株式会社、旧ＳＢＩパートナーズ株式会社、旧ファイナンス・オール株式会社との合

併、旧ＳＢＩ証券株式会社及び株式会社ＳＢＩ証券（旧ＳＢＩイー・トレード証券株式会社）との株式交換によ

り引継いだ制度等を含めて、次の７種類のストックオプション制度を採用しております。 

①－１　当該制度は旧商法第280条ノ19の規定に基づき、当社が新株引受権を与える方法によっており、その内容は

次のとおりであります。

平成13年12月19日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　 11,394

新株予約権の行使時の払込金額（円）　 20,796

新株予約権の行使期間
自　平成15年12月20日

至　平成23年12月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　

　　　　　　　　　　　　

20,796

10,398

新株予約権の行使の条件

行使時においても当社の取締役または従業員であること

を要する。

対象者が死亡した場合には、相続人が権利行使可能とす

る。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入、担保供与その他一切の処分をすることができ

ない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数につい

て次の算式により調整し、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、株式分割及び時価を下回る金額で新株を発行（ただし、旧商法の規定に基づく転換社債の転換、新株引受

権証券による権利行使及び旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権行使の場合を含まない）するとき

は、次の算式により発行価額を調整し、１円未満の端数が生じた場合は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数 ＋分割・新規発行による増加株式数

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株引受

権の付与に関する契約に定めております。
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①－２　当該制度は平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社が新株予約権を発行す

る方法によっており、その内容は次のとおりであります。

平成14年12月19日定時株主総会決議（第１回新株予約権）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,670

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 15,030

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 5,984

新株予約権の行使期間
自　平成16年12月20日

至　平成24年12月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

5,984

2,992

新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社ならびに当社の子会

社の取締役または従業員の地位（以下「権利行使資格」

という。）を有することを要するものとし、対象者が権利

行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失し

た日以降付与された新株予約権を一切行使できない。ただ

し、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締

役もしくは従業員の地位を喪失した場合であっても、任期

満了による退任、定年退職その他の正当な理由があると当

社取締役会が認め、その者の退職または退任後の権利行使

を当社取締役会で承認した場合はこの限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入、担保供与その他一切の処分は認められない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後に当社が時価を下回る価格で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う

場合（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により各新株予約権の行使により発行または移転する

株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」といい、当初行使価額は払込価額と等しいものとする。）を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

また、新株予約権発行後に当社が当社普通株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成14年12月19日定時株主総会決議（2003年第１回新株予約権）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 2,152

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 19,368

EDINET提出書類

ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)

四半期報告書

19/60



 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 17,879

新株予約権の行使期間
自　平成16年12月20日

至　平成24年12月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

17,879

8,940

新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社ならびに当社の子会

社の取締役または従業員の地位（以下「権利行使資格」

という。）を有することを要するものとし、対象者が権利

行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失し

た日以降付与された新株予約権を一切行使できない。ただ

し、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締

役もしくは従業員の地位を喪失した場合であっても、任期

満了による退任、定年退職その他の正当な理由があると当

社取締役会が認め、その者の退職または退任後の権利行使

を当社取締役会で承認した場合はこの限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入、担保供与その他一切の処分は認められない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後に当社が時価を下回る価格で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う

場合（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により各新株予約権の行使により発行または移転する

株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」といい、当初行使価額は払込価額と等しいものとする。）を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

また、新株予約権発行後に当社が当社普通株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成15年６月23日定時株主総会決議（2003年第２回新株予約権）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 6,487

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 58,383

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 17,879

新株予約権の行使期間
自　平成17年６月24日

至　平成25年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

17,879

8,940
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社ならびに当社の子会

社の取締役または従業員の地位（以下「権利行使資格」

という。）を有することを要するものとし、対象者が権利

行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失し

た日以降付与された新株予約権を一切行使できない。ただ

し、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締

役もしくは従業員の地位を喪失した場合であっても、任期

満了による退任、定年退職その他の正当な理由があると当

社取締役会が認め、その者の退職または退任後の権利行使

を当社取締役会で承認した場合はこの限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入、担保供与その他一切の処分は認められない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後に当社が時価を下回る価格で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う

場合（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により各新株予約権の行使により発行または移転する

株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」といい、当初行使価額は払込価額と等しいものとする。）を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

また、新株予約権発行後に当社が当社普通株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成15年６月23日定時株主総会決議（2003年第３回新株予約権）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,926

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17,334

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 27,655

新株予約権の行使期間
自　平成17年６月24日

至　平成25年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

27,655

13,828

新株予約権の行使の条件

新株予約権の権利行使時においても、当社ならびに当社の

子会社の取締役または従業員の地位（以下「権利行使資

格」という。）を有することを要するものとし、対象者が

権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪

失した日以降付与された新株予約権を一切行使できない。

ただし、権利行使時において、当社または当社の子会社の

取締役もしくは従業員の地位を喪失した場合であっても、

任期満了による退任、定年退職その他の正当な理由がある

と当社取締役会が認め、その者の退職または退任後の権利

行使を当社取締役会で承認した場合はこの限りでない。
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入、担保供与その他一切の処分は認められない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後に当社が時価を下回る価格で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う

場合（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により各新株予約権の行使により発行または移転する

株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」といい、当初行使価額は払込価額と等しいものとする。）を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

また、新株予約権発行後に当社が当社普通株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成17年６月29日定時株主総会決議（2005年第１回新株予約権）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 25,405

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 25,405

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 35,078

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月28日

至　平成25年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

35,078

17,539

新株予約権の行使の条件

新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子

法人等の取締役もしくは従業員の地位（以下「権利行使

資格」という。）を有することを要するものとし、対象者

が権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を

喪失した日以降付与された新株予約権を一切行使できな

い。ただし、権利行使時において、当社または当社の子法人

等の取締役もしくは従業員の地位を喪失した場合であっ

ても、任期満了による退任、定年退職その他の正当な理由

がある場合として当社取締役会が認め、その者の退職また

は退任後の権利行使を当社取締役会で承認した場合はこ

の限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入、担保供与その他一切の処分は認められない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権または

「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新

株引受権の行使による場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

また、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。
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①－３　合併前の旧イー・トレード株式会社より当社が引継いだ制度で、当該制度は平成13年改正旧商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によっており、その内容は次のとおりであ

ります。

平成14年６月20日旧イー・トレード株式会社定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 5,310

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,215.40

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 12,079

新株予約権の行使期間
自　平成16年６月21日

至　平成24年６月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

12,079

6,040

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、

監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満

了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合とし

て当社取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入その他の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権または商

法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新株引受

権の行使により新株式の発行または自己株式の処分を行う場合を除く）は、払込金額を次の算式により調整す

る。この場合、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当り払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

また、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により調整する。

この場合、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

①－４　合併前の旧ＳＢＩパートナーズ株式会社より当社が引継いだ制度で、当該制度は平成13年改正旧商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によっており、その内容は次のとおり

であります。

旧ＳＢＩパートナーズ株式会社が旧エスビーアイ・ホームプランナー株式会社を完全子会社にしたことに伴い承継した

新株予約権

平成15年６月27日旧エスビーアイ・ホームプランナー株式会社定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 237

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 474
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 23,200

新株予約権の行使期間
自　平成17年６月28日

至　平成25年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

23,200

11,600

新株予約権の行使の条件

権利行使時においても、会社または会社の子会社の取締

役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するもの

とする。ただし、権利行使時において、会社または会社の子

会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を喪失した場

合であっても、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由があると会社の取締役会が認め、その者の退職また

は退任後の権利行使を会社の取締役会で承認した場合は

この限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。調

整後の行使価額は、株式分割の場合には株主割当日の翌日以降、株式併合の場合にはその効力発生のとき以降

これを適用する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が調整前行使価額を下回る払込金額で当社普通株式につき、新株の発行、自己株

式の処分を行う場合、または調整前行使価額を下回る価額を１株の発行価額とする新株予約権の発行、新株予

約権を付与された証券の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は四捨五入する。

調整後行使価額 ＝

既発行

株式数
×

調整前

行使価額
＋

新発行

株式数
×

１株当り

払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

旧ＳＢＩパートナーズ株式会社が旧エスビーアイ・ホームプランナー株式会社を完全子会社にしたことに伴い承継した

新株予約権

平成16年９月27日旧エスビーアイ・ホームプランナー株式会社臨時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 348

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 696

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 25,600

新株予約権の行使期間
自　平成18年10月２日

至　平成22年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

25,600

12,800
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の行使の条件

権利行使時においても、会社または会社の子会社の取締

役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するもの

とする。ただし、権利行使時において、会社または会社の子

会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を喪失した場

合であっても、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由があると会社の取締役会が認め、その者の退職また

は退任後の権利行使を会社の取締役会で承認した場合は

この限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。調整

後の行使価額は、株式分割の場合には株主割当日の翌日以降、株式併合の場合にはその効力発生のとき以降こ

れを適用する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が調整前行使価額を下回る払込金額で当社普通株式につき、新株の発行、自己株

式の処分を行う場合、または調整前行使価額を下回る価額を１株の発行価額とする新株予約権の発行、新株予

約権を付与された証券の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は四捨五入する。

調整後行使価額 ＝

既発行

株式数
×

調整前

行使価額
＋

新発行

株式数
×

１株当り

払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

２．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

旧ＳＢＩパートナーズ株式会社が旧エスビーアイ・ホームプランナー株式会社を完全子会社にしたことに伴い承継した

新株予約権

平成16年９月27日旧エスビーアイ・ホームプランナー株式会社臨時株主総会決議及び平成16年10月25日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 30

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 25,600

新株予約権の行使期間
自　平成18年10月２日

至　平成22年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

25,600

12,800

新株予約権の行使の条件

権利行使時においても、会社または会社の子会社の取締

役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するもの

とする。ただし、権利行使時において、会社または会社の子

会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を喪失した場

合であっても、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由があると会社の取締役会が認め、その者の退職また

は退任後の権利行使を会社の取締役会で承認した場合は

この限りでない。
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。調整

後の行使価額は、株式分割の場合には株主割当日の翌日以降、株式併合の場合にはその効力発生のとき以降こ

れを適用する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が調整前行使価額を下回る払込金額で当社普通株式につき、新株の発行、自己株

式の処分を行う場合、または調整前行使価額を下回る価額を１株の発行価額とする新株予約権の発行、新株予

約権を付与された証券の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は四捨五入する。

調整後行使価額 ＝

既発行

株式数
×

調整前

行使価額
＋

新発行

株式数
×

１株当り

払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

２．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成17年９月22日旧ＳＢＩパートナーズ株式会社定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 110

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 550

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 37,060

新株予約権の行使期間
自　平成17年12月１日

至　平成25年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　　　　　

資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　

37,060

18,530

新株予約権の行使の条件

権利行使時においても、当社または当社子法人等の取締

役、従業員その他これに準ずる地位にあると当社が認めた

ことを要する。ただし、権利行使時において、当社または当

社子法人等の取締役もしくは従業員の地位を喪失した場

合であっても、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由がある場合として当社取締役会が認め、その者の退

任または退職後の権利行使を当社取締役会で承認した場

合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。調整

後の行使価額は、株式分割の場合には株主割当日の翌日以降、株式併合の場合にはその効力発生のとき以降こ

れを適用する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

EDINET提出書類

ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)

四半期報告書

27/60



また、新株予約権発行後、当社が調整前行使価額を下回る払込金額で当社普通株式につき、新株の発行、自己株

式の処分を行う場合、または調整前行使価額を下回る価額を１株の発行価額とする新株予約権の発行、新株予

約権を付与された証券の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。
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①－５　合併前の旧ファイナンス・オール株式会社より当社が引継いだ制度で、当該制度は平成13年改正旧商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によっており、その内容は次のと

おりであります。

平成14年９月24日旧ファイナンス・オール株式会社臨時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 96

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,840

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 4,465

新株予約権の行使期間
自　平成16年９月25日

至　平成24年９月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

4,465

2,233

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、従業員

その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任

期満了により取締役を退任した場合、定年退職その他正当

な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合に

はこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生のときをもって次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権

又は商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新

株引受権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝

調整前

行使価額
×

既発行

株式数
＋

１株当たり

払込金額
×

新発行

株式数

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

２．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成15年８月１日旧ファイナンス・オール株式会社臨時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 227

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,080

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 4,465

新株予約権の行使期間
自　平成17年８月２日

至　平成25年８月１日
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

4,465

2,233

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、従業員

その他これに準ずると当社が認めた地位にあることを要

する。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年

退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会

が認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生のときをもって次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権

又は商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新

株引受権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝

調整前

行使価額
×

既発行

株式数
＋

１株当たり

払込金額
×

新発行

株式数

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

２．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

①－６　株式交換前の旧ＳＢＩ証券株式会社より当社が引継いだ制度で、当該制度は平成13年改正旧商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によっており、その内容は次のとおりであ

ります。

平成15年６月27日旧ワールド日栄証券株式会社定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 15

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 172.50

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 17,392

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月１日

至　平成25年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

17,392

8,696

新株予約権の行使の条件

権利行使時においても、当社またはＳＢＩ証券株式会社の

取締役または執行役員の地位にあることを要するものと

する。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合その他

正当な理由がある場合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ
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り生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予

約権の行使により新株式を発行する場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行(処分)株式数 × １株あたり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行(処分)前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行(または処分)株式数

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成16年６月29日旧ワールド日栄フロンティア証券株式会社定時株主総会決議及び取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 17,480

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,102

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 50,174

新株予約権の行使期間
自　平成18年６月30日

至　平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

50,174

25,087

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社又はＳＢＩ証券株式会社の取締

役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場

合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りでな

い。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払

込をなすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）を調整する。この場合、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で株式を新たに発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権、

「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新

株引受権及び同法第210条ノ２に規定するストックオプションの行使による場合を除く。）は、次の算式により

行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成16年６月29日旧ワールド日栄フロンティア証券株式会社定時株主総会決議及び平成16年12月22日取締役会決議
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 35

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40.25

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 31,914

新株予約権の行使期間
自　平成18年６月30日

至　平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

31,914

15,957

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社又はＳＢＩ証券株式会社の取締

役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場

合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りでな

い。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払

込をなすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）を調整する。この場合、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で株式を新たに発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権、

「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新

株引受権及び同法第210条ノ２に規定するストックオプションの行使による場合を除く。）は、次の算式により

行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

平成17年６月29日旧ＳＢＩ証券株式会社定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 17,620

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,263

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 46,957

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月30日

至　平成27年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

46,957

23,479
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社又はＳＢＩ証券株式会社の取締

役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場

合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りでは

ない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払

込をなすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）を調整する。この場合、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で株式を新たに発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権、

「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新

株引受権及び同法第210条ノ２に規定するストックオプションの行使による場合を除く。）は、次の算式により

行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約

権の割当てに関する契約に定めております。

①－７　株式交換に際して、株式会社ＳＢＩ証券（旧ＳＢＩイー・トレード証券株式会社）の新株予約権者にその

保有する新株予約権の代わりとして割当交付された新株予約権の内容は次のとおりであります。

ＳＢＩＨ第１回新株予約権

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,629

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 52,046.55

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 12,477

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月１日

至　平成22年６月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

12,477

6,239

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社、当社の親会社、子会社又は関連

会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあると当

社が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役

を退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合と

して当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会

の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

（注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。

EDINET提出書類

ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)

四半期報告書

33/60



調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる（新株予約権又は新株引受権の行

使による場合を除く。）。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下、

総称して「組織再編行為」という。）を行う場合、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新

株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条

第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権（以下「再編

対象会社新株予約権」という。）を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残

存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の

条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

３．上記のほか、細目については当社と旧ＳＢＩイー・トレード証券株式会社との間で締結する「株式交換契約

書」に定めております。

ＳＢＩＨ第２回新株予約権

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 250

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 7,987.50

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 12,477

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月１日

至　平成22年６月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

12,477

6,239

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社、当社の親会社、子会社又は関連

会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあると当

社が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役

を退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合と

して当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会

の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

（注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる（新株予約権又は新株引受権の行

使による場合を除く。）。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下、

総称して「組織再編行為」という。）を行う場合、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新

株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条

第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権（以下「再編

対象会社新株予約権」という。）を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残

存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の

条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

３．上記のほか、細目については当社と旧ＳＢＩイー・トレード証券株式会社との間で締結する「株式交換契約

書」に定めております。

ＳＢＩＨ第３回新株予約権

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,264

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 13,461.60

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 48,287

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月１日

至　平成25年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

48,287

24,144

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社、当社の親会社、子会社又は関連

会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあると当

社が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役

を退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合と

して当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会

の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

（注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる（新株予約権又は新株引受権の行

使による場合を除く。）。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下、

総称して「組織再編行為」という。）を行う場合、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新

株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条

第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権（以下「再編

対象会社新株予約権」という。）を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残

存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の

条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

３．上記のほか、細目については当社と旧ＳＢＩイー・トレード証券株式会社との間で締結する「株式交換契約
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書」に定めております。

ＳＢＩＨ第４回新株予約権

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 218

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,321.70

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 56,518

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月１日

至　平成25年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

56,518

28,259

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社、当社の親会社、子会社又は関連

会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあると当

社が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役

を退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合と

して当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会

の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

（注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる（新株予約権又は新株引受権の行

使による場合を除く。）。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下、

総称して「組織再編行為」という。）を行う場合、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新

株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条

第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権（以下「再編

対象会社新株予約権」という。）を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残

存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の

条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

３．上記のほか、細目については当社と旧ＳＢＩイー・トレード証券株式会社との間で締結する「株式交換契約

書」に定めております。

②　当社は、旧商法に基づき新株引受権付社債を発行しております。当該新株引受権付社債の新株引受権の残高、行

使価格及び資本組入額は次のとおりであります。

合併前の旧ファイナンス・オール株式会社で発行されたもの
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銘柄
（発行年月日）

第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日現在）

新株引受権の残高
（百万円）

行使価格
（円）

資本組入額
（円）

第１回無担保社債

（新株引受権付）

（平成14年３月28日）

8 4,464 2,232

第２回無担保社債

（新株引受権付）

（平成14年３月28日）

7 4,464 2,232

第５回無担保社債

（新株引受権付）

（平成14年３月28日）

7 4,464 2,232

合計 22 － －

　③　当社は、旧商法第341条ノ２の規定に基づき新株予約権付社債を発行しております。

2009年満期円建転換社債型新株予約権付社債（平成16年４月８日ロンドン時間発行）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 12,770

新株予約権の数（個） 1,277

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 323,803

新株予約権の行使時の払込金額（円） 39,438.50

新株予約権の行使期間（ロンドン時間）
自　平成16年４月22日

至　平成21年３月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格（注）２、３及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

39,438.50

19,720

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 本社債との分離譲渡は認めない。

代用払込みに関する事項

新株予約権１個の行使に際しては、当該新株予約権に係る

社債を出資するものとし、当該社債の価額は、その発行価

額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．本新株予約権の一部行使は出来ないものとする。

２．2005年３月17日及び2007年３月16日（日本時間。以下それぞれ「リセット日」といい、前者を「第１回リセット

日」、後者を「第２回リセット日」という。）の直前各リセット日を含む10連続取引日（終値が公表されない日

を除く。）の、株式会社東京証券取引所が公表する当社の普通株式の普通取引の終値の平均価格（１円未満切り

上げ。）（以下「市場現在価格」という。）が各リセット日に有効な転換価額を１円超下回る場合には、当該転

換価額は、2005年４月８日及び2007年４月８日（日本時間。以下それぞれ「効力発生日」という。）以降、市場現

在価格（但し、各リセット日の翌日から各効力発生日（当日を含む。）までに効力の発生する下記（注）３の調

整を受ける。）に下方修正されるものとする（各リセット日において効力を有する転換価額に反映されていな

い遡及的な調整は考慮しないが、当該調整に係る当社の義務に影響はない。）。但し、各転換価額は各リセット日

において効力を有する転換価額の80％（以下「最低転換価額」という。）を下回らないものとし、下回る場合の

転換価額は各最低転換価額に相当する額とする。下記（注）３に基づく転換価額の調整が各リセット日（当日

を含まず。）から各効力発生日（当日を含む。）までの間において効力を発生した場合、各リセット日に対応す

る最低転換価額は、当該調整の直前の転換価額を分母、当該調整の直後の転換価額を分子とする分数を乗じた額

に修正されるものとする。また、転換価額は、その修正の結果、全額払込済及び追加払込義務のない当社普通株式

が適法に発行できなくなる額への減額修正は認められないものとする。 
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３．転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額または処分価額で当社

普通株式を交付する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当

社の発行済株式総数（但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。）を意味する。 

    
既発行株式数 ＋

新発行・

処分株式数 
×

１株あたりの発行・

処分価額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株あたり時価

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券の発行等が行われる場合

その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年10月１日

～

平成20年12月31日

（注）１

2,827 16,763,443 6 55,201 6 96,681

（注）１．新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株引受権付社債の権利行使を含む）による増加であります。

２．平成21年１月１日から平成21年１月31日までの間に、新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株引受

権付社債の権利行使を含む）により、発行済株式総数が1,998株、資本金が5百万円、資本準備金5百万円がそれぞ

れ増加しております。

（５）【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、オービス・インベストメント・マネジメント・（ビー・ヴィー・アイ）・

リミテッド、他１社から平成20年12月18日付で株券等の大量保有の状況に関する「変更報告書」の提出があ

り、平成20年12月12日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名

簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

大量保有者 住所 
保有株券等の数
 （株）

提出者の株券
等保有割合 
 （％）

オービス・インベストメント・マ

ネジメント・（ビー・ヴィー・ア

イ）・リミテッド

34 Bermudiana Road, Hamilton 

HM11 Bermuda
863,307 5.15

オービス・インベストメント・マ

ネジメント・リミテッド

34 Bermudiana Road, Hamilton 

HM11 Bermuda
1,352,251 8.07

計 － 2,215,558 13.22
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　　

　　記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

①【発行済株式】　

　 （平成20年12月31日現在）

区　分 株式数（株） 議決権の数（個） 内　容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　    37,660
－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　16,722,956 16,721,566 同上

端株 － － －

発行済株式総数 16,760,616 － －

総株主の議決権 － 16,721,566 －

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,390株含まれております。なお、「議

決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権に係る議決権の数1,390個が含まれておりません。 

②【自己株式等】

　 （平成20年12月31日現在）

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合

（％）

（自己保有株式）

ＳＢＩホールディング

ス株式会社 

東京都港区六本木

一丁目６番１号
37,660 －　 37,660 0.22

計 － 37,660 －　 37,660 0.22

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

平成20年
５月

平成20年
６月

平成20年
７月

平成20年
８月

平成20年
９月

平成20年
10月

平成20年
11月

平成20年
12月

最高（円） 28,180 31,850 32,500 25,850 25,510 19,490 16,030 16,100 14,850

最低（円） 22,810 27,530 22,900 20,650 19,140 14,510 9,200 11,480 11,630

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 185,250 160,281

受取手形及び売掛金 8,314 10,984

有価証券 4,449 445

預託金 304,714 313,930

営業投資有価証券 ※3
 97,845

※3
 110,750

営業貸付金 53,111 66,260

たな卸不動産 ※4
 36,660

※4
 32,894

トレーディング商品 423 1,728

信用取引資産 174,818 292,882

その他 ※5
 112,390

※5
 80,874

貸倒引当金 △2,036 △1,762

流動資産合計 975,943 1,069,271

固定資産

有形固定資産 ※1
 8,103

※1
 12,652

無形固定資産

のれん 138,221 60,874

その他 9,336 10,213

無形固定資産合計 147,557 71,088

投資その他の資産 ※6
 64,151

※6
 65,983

固定資産合計 219,812 149,723

繰延資産 2,133 252

資産合計 1,197,888 1,219,247
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 104,755 53,831

1年内返済予定の長期借入金 5,450 6,282

1年内償還予定の社債 92,770 106,460

未払法人税等 2,432 9,351

信用取引負債 97,731 144,114

受入保証金 255,790 272,005

引当金 76 432

その他 159,911 148,154

流動負債合計 718,918 740,633

固定負債

社債 300 30,300

新株予約権付社債 － 13,270

長期借入金 30,106 33,578

引当金 522 353

その他 14,854 5,377

固定負債合計 45,784 82,879

特別法上の準備金

証券取引責任準備金 － 7,925

金融商品取引責任準備金 7,216 －

商品取引責任準備金 38 41

価格変動準備金 0 －

特別法上の準備金合計 7,255 7,967

負債合計 771,958 831,480

純資産の部

株主資本

資本金 55,201 55,157

資本剰余金 219,008 116,761

利益剰余金 93,592 112,339

自己株式 △652 △53,063

株主資本合計 367,149 231,195

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,404 10,133

繰延ヘッジ損益 13 8

為替換算調整勘定 △1,392 △121

評価・換算差額等合計 △7,784 10,020

新株予約権 12 4

少数株主持分 66,552 146,546

純資産合計 425,929 387,766

負債純資産合計 1,197,888 1,219,247
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 101,172

売上原価 48,824

売上総利益 52,347

販売費及び一般管理費 ※1
 47,200

営業利益 5,147

営業外収益

受取利息 929

受取配当金 389

その他 1,010

営業外収益合計 2,328

営業外費用

支払利息 1,784

持分法による投資損失 2,385

為替差損 757

その他 816

営業外費用合計 5,744

経常利益 1,730

特別利益

固定資産売却益 331

投資有価証券売却益 10,520

貸倒引当金戻入額 87

特別法上の準備金戻入額 712

持分変動利益 351

その他 275

特別利益合計 12,278

特別損失

固定資産除却損 64

特別法上の準備金繰入額 0

投資有価証券売却損 ※2
 12,030

投資有価証券評価損 6,330

たな卸不動産評価損 984

その他 4,683

特別損失合計 24,093

税金等調整前四半期純損失（△） △10,084

法人税、住民税及び事業税 10,499

法人税等調整額 △5,816

法人税等合計 4,683

少数株主損失（△） △2,920

四半期純損失（△） △11,847
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 29,424

売上原価 15,323

売上総利益 14,100

販売費及び一般管理費 ※
 15,283

営業損失（△） △1,182

営業外収益

受取利息 142

受取配当金 138

その他 244

営業外収益合計 525

営業外費用

支払利息 737

持分法による投資損失 580

為替差損 776

その他 289

営業外費用合計 2,384

経常損失（△） △3,042

特別利益

投資有価証券売却益 70

貸倒引当金戻入額 0

持分変動利益 28

その他 20

特別利益合計 119

特別損失

固定資産除却損 8

特別法上の準備金繰入額 3

投資有価証券売却損 16

投資有価証券評価損 5,962

その他 2,446

特別損失合計 8,437

税金等調整前四半期純損失（△） △11,359

法人税、住民税及び事業税 681

法人税等調整額 54

法人税等合計 736

少数株主損失（△） △1,771

四半期純損失（△） △10,324
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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損失（△） △10,084

減価償却費 3,530

のれん及び負ののれん償却額 5,200

引当金の増減額（△は減少） 5,048

持分法による投資損益（△は益） 2,385

営業投資有価証券評価損 2,536

投資有価証券評価損益（△は益） 6,330

投資事業組合からの分配損益（△は益） △2,190

投資有価証券売却損益（△は益） 1,510

為替差損益（△は益） 1,169

受取利息及び受取配当金 △22,790

支払利息 6,687

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △17,078

営業貸付金の増減額（△は増加） 2,616

たな卸不動産の増減額（△は増加） △7,415

売上債権の増減額（△は増加） 941

仕入債務の増減額（△は減少） △2,225

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △5,590

トレーディング商品の増減額 △889

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 65,783

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の
増減額

6,372

その他 15,461

小計 57,310

利息及び配当金の受取額 23,575

利息の支払額 △6,418

法人税等の支払額 △14,397

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,069
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出 △2,655

投資有価証券の取得による支出 △7,338

投資有価証券の売却による収入 752

子会社株式の売却による収入 130

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△731

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

19,181

子会社株式の追加取得による支出 △5,560

貸付けによる支出 △37,833

貸付金の回収による収入 32,465

敷金及び保証金の差入による支出 △1,546

敷金及び保証金の回収による収入 855

その他 2,251

投資活動によるキャッシュ・フロー △29

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） 37,738

長期借入れによる収入 694

長期借入金の返済による支出 △4,999

社債の発行による収入 200

社債の償還による支出 △57,160

株式の発行による収入 94

少数株主からの払込みによる収入 325

投資事業組合等における少数株主からの出資受
入による収入

5,245

配当金の支払額 △6,782

少数株主への配当金の支払額 △2,723

投資事業組合等における少数株主への分配金支
払額

△7,665

その他 △457

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,490

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,453

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,873

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △107

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 223

現金及び現金同等物の期首残高 159,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 185,450
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【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】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1）連結の範囲の変更 

第１四半期連結会計期間における連結

範囲の変更は、次のとおりであります。　

（設立による増加）

THE VIETNAM JAPAN FUND　

India Japan Fund

ＳＢＩランドデザイン(株)　

（重要性が増したことによる増加）

SS Venture Services Limited
KNOWLEDGE INVESTMENTS (M

AURITIUS) LIMITED
（合併したことによる減少）　

(株)株式新聞社　

（重要性がなくなったことによる減少）

　

ＳＢＩプロパティ・アドバイザーズ

(株)　
第２四半期連結会計期間における連結

範囲の変更は、次のとおりであります。　

（設立による増加）　

ＳＢＩ・ＮＥＯテクノロジーＡ投資事

業有限責任組合　

(有)クリムト匿名組合　

（重要性が増したことによる増加）　

合同会社アルベリヒ　

（清算終了による減少）　

ソフトバンク・インターネットテクノ

ロジー・ファンド１号　

ソフトバンク・インターネットテクノ

ロジー・ファンド２号　

（売却による減少）

E*TRADE Korea Co.,Ltd.　

（合併したことによる減少）　

(株)シーフォー＆パソナテックマネー
ジメントサービス

当第３四半期連結会計期間における連

結範囲の変更は、次のとおりであります。

　

（設立による増加）　

ＳＢＩメザニンファンド３号投資事業

有限責任組合　

SBI & Capital 22 Management Co. Ltd.　
SBI & Capital 22 Management Inc.　
SBI & Capital 22 JV Fund, L.P.　
（重要性が増したことによる増加）

SBI VEN HOLDINGS PTE.LTD.　
ＳＢＩリクイディティ・マーケット

(株)
（清算終了による減少）　

ベンチャーファンド１号　

(有)ジェイ・レップ・Ｅ匿名組合　
(2）変更後の連結子会社の数　

80社（投資事業組合等を含む）　
 

EDINET提出書類

ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)

四半期報告書

48/60



　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

２．持分法の適用に関する事

項の変更

(1）持分法適用関連会社の変更 

第１四半期連結会計期間より、ストラ

テジック・コンサルティング・グループ

(株)は新たに株式を取得したため、持分

法適用の範囲に含めております。また、Ｍ

ＨＳダイニング(株)は株式を売却したた

め、持分法適用の範囲から除外しており

ます。

第２四半期連結会計期間において、

(株)ゼファーは株式を売却したため、持

分法適用の範囲から除外しております。

当第３四半期連結会計期間における持

分法適用の範囲の変更はありません。

(2）変更後の持分法適用関連会社の数　

６社　

３．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

たな卸不動産

通常の販売目的で保有するたな卸不動

産については、従来、個別法による原価法

によっておりましたが、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が適用されたことに伴

い、個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しておりま

す。 

これにより、当第３四半期連結累計期

間の営業利益及び経常利益はそれぞれ

118百万円減少し、税金等調整前四半期純

損失は1,103百万円増加しております。　

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

 (2）「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結

財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号　平成18年５月17日）を適用

しております。これに伴う損益への影響

は軽微であります。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

 (3）リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会　会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度

に係る四半期連結財務諸表から適用する

ことができることになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。これに伴

う損益への影響は軽微であります。

 また、リース取引開始日が第１四半期

連結会計期間開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、借主

側は引き続き通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を適用しており、貸

主側は会計基準適用初年度の前年度末に

おける固定資産の適正な帳簿価額（減価

償却累計額控除後）をリース投資資産の

期首の価額として計上しております。

【簡便な会計処理】

　記載すべき事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

（金融商品取引責任準備金）

平成19年９月30日に金融商品取引法が施行されたことに

伴い、従来、旧証券取引法第51条の規定に基づき「証券取引

責任準備金」として計上しておりましたが、第１四半期連

結会計期間より、金融商品取引法第46条の５の規定に基づ

き「金融商品取引責任準備金」として計上しております。　

これにより、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期

間の税金等調整前四半期純損失が142百万円増加しており

ます。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は5,795百万円であ

り、減損損失累計額を含めております。

　

※１．有形固定資産の減価償却累計額は20,916百万円であ

り、減損損失累計額を含めております。

　

２．偶発債務　

(1）信用保証

信用保証業務として金融機関からの借入等に対し、

債務保証を行っております。

保証債務残高 625百万円

(2）その他の偶発債務

株式会社ゼファーは、平成20年７月28日に民事再生

手続の開始決定を受け、平成20年12月１日に再生計画

案が東京地方裁判所に提出されました。当該再生計画

が認可され確定した場合、当社の連結子会社である

パートナーズ・インベストメント株式会社からの株式

会社ゼファーに対する貸付金11,366百万円は、担保権

を付した株式会社ゼファー所有の不動産等から優先的

に弁済されますが、担保権実行後の弁済不足額が生じ

た場合、当該再生計画に基づき再生債権額に弁済率を

乗じた金額が弁済されます。

なお、パートナーズ・インベストメント株式会社は、

平成20年９月５日付けで東京地方裁判所に、株式会社

ゼファーの民事再生手続上の監督委員から否認権行使

の訴えを提起されております。これは、パートナーズ・

インベストメント株式会社からの株式会社ゼファーへ

の上記貸付金に対する一部の担保設定行為の無効と同

社が株式会社ゼファーから回収した貸付金及びその利

息等3,036百万円の返還を求めるものであります。

　

２．保証債務　

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対

し、債務保証を行っております。

ＳＢＩシステムズ㈱ 200百万円

丸磯建設㈱　 319百万円

合計 519
百万円

　

　

※３．資産の金額から直接控除している投資損失引当金の

額　

営業投資有価証券 6,184百万円
   

※４．たな卸不動産の内訳は次のとおりであります。　

販売用不動産 8,272百万円

仕掛不動産 16,168百万円

開発用不動産 2,735百万円

営業用不動産信託受益権 9,484
百万円

　

合計 36,660
百万円

　

　

※５．流動資産のその他に下記科目が含まれています。　

商品及び製品 1,773百万円

仕掛品 232百万円

原材料及び貯蔵品 92百万円

　

※６．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額　

投資その他の資産 5,567百万円
   

※３．資産の金額から直接控除している投資損失引当金の

額　

営業投資有価証券 4,966百万円
   

※４．たな卸不動産の内訳は次のとおりであります。

販売用不動産 7,371百万円

仕掛不動産 15,939百万円

開発用不動産 8,070百万円

営業用不動産信託受益権 1,512
百万円

　

合計 32,894
百万円

　

　

※５．流動資産のその他に下記科目が含まれています。　

商品及び製品 1,078百万円

仕掛品 203百万円

原材料及び貯蔵品 82百万円

　

※６．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額　

投資その他の資産 4,769百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料・賞与 7,637百万円

貸倒引当金繰入額 2,053
百万円

　

業務委託費 7,264
百万円

　

　

※２　株式会社ゼファー株式（関係会社株式）の売却損

9,469百万円が含まれています。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料・賞与 2,518百万円

貸倒引当金繰入額 541
百万円

　

業務委託費 2,490
百万円

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定 185,250
百万円

　

預入期間が３か月を超える定期
預金等

△423百万円

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ
等

130
百万円

　

預託金勘定に含まれる委託者保
護基金余剰預託額

492
百万円

　

現金及び現金同等物 185,450
百万円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

　

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 16,763,443株

　  　

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 38,272株

　  　

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権又は新株引受権の四半期連結会計
期間末残高

12百万円 (親会社 ０百万円、連結子会社 11百万円)

　  　 　

４．配当に関する事項

配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月26日

取締役会
普通株式 6,795 600 平成20年３月31日 平成20年６月13日 利益剰余金　

５．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成20年８月１日付で、株式交換を通じて株式会社ＳＢＩ証券（旧ＳＢＩイー・トレード証券株

式会社）を完全子会社としました。この結果、資本剰余金が102,204百万円増加し、自己株式が50,295百万円減

少しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

　事業の種類別の状況は次のとおりであります。

 

アセット
マネジメ
ント事業
(百万円)

ブローカ
レッジ＆
インベス
トメント
バンキン
グ事業

(百万円)

ファイナ
ンシャル
・サービ
ス事業

(百万円)

住宅不動
産関連
事業

(百万円)

システム
ソリュー
ション
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高         

(1) 外部顧客に対す

る売上高
3,897 10,492 5,376 8,245 1,412 29,424 － 29,424

(2) セグメント間の

内部売上高又は

振替高

0 430 171 11 523 1,137 (1,137) －

計 3,897 10,922 5,548 8,257 1,936 30,562 (1,137) 29,424

営業利益

又は営業損失（△）
△517 233 358 103 98 276 (1,459) △1,182

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

　事業の種類別の状況は次のとおりであります。

 

アセット
マネジメ
ント事業
(百万円)

ブローカ
レッジ＆
インベス
トメント
バンキン
グ事業

(百万円)

ファイナ
ンシャル
・サービ
ス事業

(百万円)

住宅不動
産関連
事業

(百万円)

システム
ソリュー
ション
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高         

(1) 外部顧客に対す

る売上高
12,527 36,785 16,125 32,062 3,670 101,172 － 101,172

(2) セグメント間の

内部売上高又は

振替高

107 1,089 568 41 1,221 3,028 (3,028) －

計 12,634 37,875 16,693 32,104 4,892 104,200 (3,028) 101,172

営業利益

又は営業損失（△）
2,007 4,888 1,114 1,453 △143 9,319 (4,172) 5,147

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

（１）アセットマネジメント事業

当社、ＳＢＩインベストメント株式会社、及びＳＢＩキャピタル株式会社等を中心としたＩＴ、バ

イオ、ブロードバンド、メディア、モバイル関連等のベンチャー企業及びリストラクチャリングを必

要とする企業等への投資に関する事業

（２）ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事業

株式会社ＳＢＩ証券（旧ＳＢＩイー・トレード証券株式会社）及びＳＢＩリクイディティ・マー

ケット株式会社を中心に「ネット」と「リアル」の融合を図りながら展開する総合証券業務及びＳ

ＢＩフューチャーズ株式会社が展開する商品先物関連事業

（３）ファイナンシャル・サービス事業

当社、モーニングスター株式会社、及びＳＢＩベリトランス株式会社等を中心とした金融商品等の

情報提供サービスや金融関連事業全般
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（４）住宅不動産関連事業

当社、株式会社リビングコーポレーション、ＳＢＩモーゲージ株式会社、及びホメオスタイル株式

会社等を中心とした住宅不動産投資に関する事業、住宅不動産金融事業、多種多様な商品・サービス

の販売及び情報提供に関する事業

（５）システムソリューション事業

SBI Robo株式会社及びＳＢＩネットシステムズ株式会社（旧株式会社シーフォーテクノロジー）

を中心としたシステム関連事業全般

３．会計処理の方法の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準

「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」３．(1）に記載のとおり、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）を適用し、たな卸不動産は、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合

に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、住宅不動産関連事業で118百万円減少しており

ます。

４．当第３四半期連結累計期間のファイナンシャル・サービス事業の売上高及び営業利益には、新規事業で

あるＳＢＩ損害保険株式会社、ＳＢＩアクサ生命保険株式会社、ＳＢＩカード株式会社及びＳＢＩカード

プロセッシング株式会社の売上高663百万円（うち、外部顧客に対する売上高は663百万円）及び営業損

失1,014百万円が含まれております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 347 2,899 3,247

Ⅱ　連結売上高（百万円） 　 　 29,424

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 1.2 9.8 11.0

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,710 9,294 11,005

Ⅱ　連結売上高（百万円） 　 　 101,172

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 1.7 9.2 10.9

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（１）北米・・・・・・米国

（２）その他・・・・・欧州、中国、香港、マカオ、韓国

３．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。
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（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）　

その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連

結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

その他有価証券で時価のあるもの　

　
取得原価（百万円）

四半期連結貸借対照表　
計上額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 17,302 12,689 △4,612

（2）債券    

社債 3,161 3,108 △52

その他 197 192 △4

（3）その他 2,236 1,839 △396

合計 22,897 17,830 △5,066

（注）当第３四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて7,809百万円の減損処理を

行っております。

前連結会計年度末（平成20年３月31日）

その他有価証券で時価のあるもの　

　
取得原価（百万円）

連結貸借対照表
　計上額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 19,607 13,207 △6,400

（2）その他 1,042 993 △49

合計 20,650 14,200 △6,449

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）　

記載すべき事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）　

記載すべき事項はありません。

　

（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）　

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　
１株当たり純資産額

　
21,486.47

　
円

　
１株当たり純資産額

　
21,438.08

　
円

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31日）
前連結会計年度末
(平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 425,929 387,766

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 66,564 146,550

（うち新株予約権） (12) (4)

（うち少数株主持分） (66,552) (146,546)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額
（百万円）

359,364 241,215

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期

末（期末）の普通株式の数（株）
16,725,171 11,251,743

２．１株当たり四半期純損失金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 827.67円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 617.37円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純損失（百万円） 11,847 10,324

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 11,847 10,324

期中平均株式数（株） 14,314,367 16,723,328

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

2008年満期円建転換社債型新

株予約権付社債（潜在株式の

数154,350株）は、平成20年11

月に償還しております。

2008年満期円建転換社債型新

株予約権付社債（潜在株式の

数154,350株）は、平成20年11

月に償還しております。
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（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）　

該当事項はありません。　

　

（リース取引関係）

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）　

記載すべき事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)

四半期報告書

59/60



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２１年２月４日

ＳＢＩホールディングス株式会社

取締役会　御中

監査法人　ト　ー　マ　ツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松尾　清　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大中　康行　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 遠藤　康彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＳＢＩホールディン

グス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＳＢＩホールディングス株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現

在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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