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（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 ％

2023年３月期第３四半期 685,565 30.0 48,108 △86.9 36,026 △89.4 8,049 △97.8 57,240 △83.4

2022年３月期第３四半期 527,440 45.6 366,991 291.5 339,426 390.3 363,353 497.5 344,535 325.1

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

2023年３月期第３四半期 30.68 28.41

2022年３月期第３四半期 1,484.65 1,273.75

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 ％

2023年３月期第３四半期 21,830,615 1,712,516 995,922 4.6

2022年３月期 17,838,200 1,583,258 924,603 5.2

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

2022年３月期 － 30.00 － 120.00 150.00

2023年３月期 － 30.00 －

2023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

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

2023年３月期における期末配当予想額は未定であります。

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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） 2023年３月期３Ｑ 272,293,190株 2022年３月期 245,220,890株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 25,711株 2022年３月期 22,486株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 262,307,582株 2022年３月期３Ｑ 244,739,161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、2023年２月７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３四半期
累計

当第３四半期
累計

前第３四半期
累計

当第３四半期
累計

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％

金融サービス事業 331,392 637,606 92.4 273,316 113,642 (58.4)

資産運用事業 12,478 13,608 9.1 3,001 2,227 (25.8)

投資事業 139,467 (2,611) - 105,176 (33,177) -

暗号資産事業 32,438 24,346 (24.9) 3,442 (17,323) -

非金融事業 15,509 20,102 29.6 (8,674) (1,082) -

　計 531,284 693,051 30.4 376,261 64,287 (82.9)

消去又は全社 (3,844) (7,486) - (9,270) (16,179) -

連結 527,440 685,565 30.0 366,991 48,108 (86.9)

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３四半期累計の経営成績につきましては、収益が685,565百万円（前年同期比30.0％増加）、税引前利益は

48,108百万円（同86.9％減少）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は8,049百万円（同97.8％減少）となりま

した。

なお、当企業グループは、「金融サービス事業」、「アセットマネジメント事業」、および「バイオ・ヘルスケア＆

メディカルインフォマティクス事業」の３つの事業セグメントを報告しておりましたが、株式市場などのマーケッ

ト環境が各事業セグメント内の特定事業に大きな影響をもたらしていたことや、今後Web3.0関連等の非金融分野の

事業が拡大すると想定される中でその所属が不明瞭になる等の問題が顕在化したことから、当期の第１四半期より

事業セグメントを再編しており、「金融サービス事業」や「資産運用事業」、「投資事業」に加え、今後も成長領域

として期待される「暗号資産事業」、バイオ・ヘルスケア＆メディカルインフォマティクス事業やWeb3.0関連の先

進的な分野に取り組む事業等が含まれる「非金融事業」の５つの事業セグメントを新たな報告セグメントとしてお

ります。

〈変更前〉

・金融サービス事業

・アセットマネジメント事業

・バイオ・ヘルスケア＆メディカルインフォマティクス事業

〈変更後〉

・金融サービス事業

・資産運用事業

・投資事業

・暗号資産事業

・非金融事業

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、前第３四半期累計についても変更後のセグメント構成に合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）

国内外における証券関連事業、銀行事業、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３四半期累計における収益は637,606百万円（同92.4％増加）、税引前利益は113,642百万円（同58.4％減

少）となりました。

（資産運用事業）

投資信託の設定、募集、運用などの投資運用や投資助言、金融商品の情報提供等を行っております。

当第３四半期累計における収益は13,608百万円（同9.1％増加）、税引前利益は2,227百万円（同25.8％減少）と

なりました。
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（投資事業）

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

業等を行っております。

当第３四半期累計における収益は△2,611百万円（前年同期は139,467百万円の収益）、税引前利益は33,177百万

円の損失（前年同期は105,176百万円の利益）となりました。

（暗号資産事業）

暗号資産の交換・取引サービスを提供する暗号資産交換業等を行っております。

当第３四半期累計における収益は24,346百万円（同24.9％減少）、税引前利益は17,323百万円の損失（前年同期

は3,442百万円の利益）となりました。

（非金融事業）

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（5-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

うバイオ・ヘルスケア＆メディカルインフォマティクス事業のほか、Web3.0関連の先進的な分野に取り組む事業や

再生可能エネルギー事業、アフリカをはじめとした海外新市場で展開する事業等の非金融分野における各種事業等

を行っております。

当第３四半期累計における収益は20,102百万円（同29.6％増加）、税引前利益は1,082百万円の損失（前年同期は

8,674百万円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期末の総資産は21,830,615百万円となり、前期末の17,838,200百万円から3,992,415百万円の増加と

なりました。また、資本は前期末に比べ129,258百万円増加し、1,712,516百万円となりました。

なお、当第３四半期末の現金及び現金同等物残高は3,512,558百万円となり、前期末の2,499,370百万円から

1,013,188百万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、1,508,841百万円の収入（前第３四半期累計は18,743百万円の支出）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1,110,708百万円の支出、及び「社債及び借入

金（銀行業）の増減」が590,322百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が3,574,764百万円の収入とな

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、1,240,911百万円の支出（前第３四半期累計は1,674,850百万円の収入）

となりました。これは主に、「投資有価証券の売却及び償還による収入」が1,218,342百万円となった一方で、

「投資有価証券の取得による支出」が2,352,244百万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、731,038百万円の収入（前第３四半期累計は58,122百万円の収入）とな

りました。これは主に、「社債の償還による支出」が751,819百万円となった一方で、「社債の発行による収入」

が965,419百万円、「短期借入金の純増減額」が372,792百万円の収入、及び「長期借入による収入」が166,086百

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
(2022年３月31日)

当第３四半期末
(2022年12月31日)

百万円 百万円

資産

現金及び現金同等物 2,499,370 3,512,558

営業債権及びその他の債権 8,399,588 9,736,847

証券業関連資産

預託金 2,361,620 2,553,065

信用取引資産 929,730 1,105,011

その他の証券業関連資産 615,967 579,179

証券業関連資産計 3,907,317 4,237,255

その他の金融資産 471,607 581,523

営業投資有価証券 607,802 587,582

その他の投資有価証券 1,076,780 2,206,519

（内、担保差入金融商品） 247,299 240,706

持分法で会計処理されている投資 129,141 168,392

投資不動産 34,868 69,750

有形固定資産 123,737 124,566

無形資産 293,086 361,859

その他の資産 277,016 228,127

繰延税金資産 17,888 15,637

資産合計 17,838,200 21,830,615

負債

社債及び借入金 3,364,860 3,616,509

営業債務及びその他の債務 487,846 594,503

証券業関連負債

信用取引負債 254,345 230,012

有価証券担保借入金 599,159 465,937

顧客からの預り金 1,375,599 1,395,584

受入保証金 997,678 1,133,507

その他の証券業関連負債 449,551 340,240

証券業関連負債計 3,676,332 3,565,280

顧客預金 7,673,324 11,298,699

保険契約負債 155,216 155,486

未払法人所得税 13,351 13,497

その他の金融負債 538,512 660,104

その他の負債 287,577 164,584

繰延税金負債 57,924 49,437

負債合計 16,254,942 20,118,099

資本

資本金 99,312 139,208

資本剰余金 151,390 189,635

自己株式 (62) (71)

その他の資本の構成要素 42,865 65,896

利益剰余金 631,098 601,254

親会社の所有者に帰属する持分合計 924,603 995,922

非支配持分 658,655 716,594

資本合計 1,583,258 1,712,516

負債・資本合計 17,838,200 21,830,615

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３四半期累計
(自2021年４月１日

　至2021年12月31日)

 当第３四半期累計
(自2022年４月１日

　至2022年12月31日)

百万円 百万円

収益 527,440 685,565

（内、受取利息） 128,282 292,909

費用

金融収益に係る金融費用 (21,779) (66,349)

信用損失引当金繰入 (102,262) (64,235)

売上原価 (150,701) (203,797)

販売費及び一般管理費 (140,547) (278,114)

その他の金融費用 (5,189) (13,074)

その他の費用 (11,287) (16,574)

費用合計 (431,765) (642,143)

負ののれん発生益 263,754 1,964

持分法による投資利益 7,562 2,722

税引前利益 366,991 48,108

法人所得税費用 (27,565) (12,082)

四半期利益 339,426 36,026

四半期利益の帰属

親会社の所有者 363,353 8,049

非支配持分 (23,927) 27,977

四半期利益 339,426 36,026

１株当たり四半期利益
（親会社の所有者に帰属）

基本的（円） 1,484.65 30.68

希薄化後（円） 1,273.75 28.41

（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３四半期累計
(自2021年４月１日

　至2021年12月31日)

 当第３四半期累計
(自2022年４月１日

　至2022年12月31日)

百万円 百万円

四半期利益 339,426 36,026

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
(153) (6,368)

負債の信用リスクの変動額 - 211

確定給付制度の再測定 - (565)

持分法適用会社のその他の包括利益に対する持

分
133 (3)

(20) (6,725)

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
(119) (12,753)

在外営業活動体の換算差額 4,911 39,805

持分法適用会社のその他の包括利益に対する持

分
337 887

5,129 27,939

税引後その他の包括利益 5,109 21,214

四半期包括利益 344,535 57,240

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 368,218 30,778

非支配持分 (23,683) 26,462

四半期包括利益 344,535 57,240

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

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 - - - - 363,353 363,353 (23,927) 339,426

その他の包括利益 - - - 4,865 - 4,865 244 5,109

四半期包括利益合計 - - - 4,865 363,353 368,218 (23,683) 344,535

新株の発行 292 219 - - - 511 - 511

連結範囲の変動 - - - - - - 500,030 500,030

剰余金の配当 - - - - (31,809) (31,809) (6,458) (38,267)

自己株式の取得 - - (20) - - (20) - (20)

自己株式の処分 - (0) 0 - - 0 - 0

株式に基づく報酬取引 - 511 - - - 511 20 531

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動
- (1,409) - - - (1,409) 34,790 33,381

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12月31日残高 99,003 147,074 (60) 23,906 628,195 898,118 659,678 1,557,796

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

2022年４月１日残高 99,312 151,390 (62) 42,865 631,098 924,603 658,655 1,583,258

四半期利益 - - - - 8,049 8,049 27,977 36,026

その他の包括利益 - - - 22,729 - 22,729 (1,515) 21,214

四半期包括利益合計 - - - 22,729 8,049 30,778 26,462 57,240

新株の発行 39,896 39,867 - - - 79,763 - 79,763

連結範囲の変動 - - - - - - (2,221) (2,221)

剰余金の配当 - - - - (37,591) (37,591) (8,748) (46,339)

自己株式の取得 - - (11) - - (11) - (11)

自己株式の処分 - (0) 2 - - 2 - 2

株式に基づく報酬取引 - 511 - - - 511 446 957

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動
- (2,133) - - - (2,133) 42,000 39,867

その他の資本の構成要素から利益剰

余金への振替
- - - 302 (302) - - -

2022年12月31日残高 139,208 189,635 (71) 65,896 601,254 995,922 716,594 1,712,516

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期累計（自2021年４月１日　至2021年12月31日）

当第３四半期累計（自2022年４月１日　至2022年12月31日）
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 前第３四半期累計
(自2021年４月１日

　至2021年12月31日)

 当第３四半期累計
(自2022年４月１日
　至2022年12月31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 366,991 48,108

減価償却費及び償却費 18,522 41,773

負ののれん発生益 (263,754) (1,964)

持分法による投資利益 (7,562) (2,722)

受取利息及び受取配当金 (137,440) (307,751)

支払利息 26,941 80,160

営業投資有価証券の増減 (103,421) (15,157)

営業債権及びその他の債権の増減 (227,270) (1,110,708)

営業債務及びその他の債務の増減 157,042 61,671

証券業関連資産及び負債の増減 (118,031) (440,069)

顧客預金の増減 120,793 3,574,764

社債及び借入金（銀行業）の増減 - (590,322)

債券貸借取引受入担保金の増減 - (1,029)

その他 73,949 (26,850)

小計 (93,240) 1,309,904

利息及び配当金の受取額 133,838 294,199

利息の支払額 (25,783) (69,473)

法人所得税の支払額 (33,558) (25,789)

営業活動によるキャッシュ・フロー (18,743) 1,508,841

（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３四半期累計
(自2021年４月１日

　至2021年12月31日)

 当第３四半期累計
(自2022年４月１日
　至2022年12月31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 (15,781) (26,474)

投資有価証券の取得による支出 (64,315) (2,352,244)

投資有価証券の売却及び償還による収入 48,920 1,218,342

子会社の取得による支出

（取得した現金及び現金同等物控除後）
1,733,799 (9,215)

子会社の売却による収入 1,605 16

貸付による支出 (60,224) (77,682)

貸付金の回収による収入 54,401 84,896

その他 (23,555) (78,550)

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,674,850 (1,240,911)

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 (236,612) 372,792

長期借入による収入 113,668 166,086

長期借入金の返済による支出 (51,169) (59,814)

社債の発行による収入 322,563 965,419

社債の償還による支出 (73,118) (751,819)

株式の発行による収入 511 79,763

非支配持分からの払込による収入 4,070 15,420

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

24,362 21,002

配当金の支払額 (31,728) (37,460)

非支配持分への配当金の支払額 (1,348) (3,504)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額 (5,067) (6,340)

自己株式の取得による支出 (20) (11)

非支配持分への子会社持分売却による収入 3,107 5,072

非支配持分からの子会社持分取得による支出 (3,312) (23,048)

その他 (7,785) (12,520)

財務活動によるキャッシュ・フロー 58,122 731,038

現金及び現金同等物の増減額 1,714,229 998,968

現金及び現金同等物の期首残高 802,702 2,499,370

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 (1,145) 14,220

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,515,786 3,512,558
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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３四半期累計
（自2021年４月１日

至2021年12月31日）

当第３四半期累計
（自2022年４月１日

至2022年12月31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）１ 127,617 287,264

　FVTOCIで測定する負債性金融資産（注）２ 665 5,645

FVTPLで測定する金融資産から生じる収益 154,237 18,673

FVTPLで測定すると指定した金融負債から生じる収益 - 8,366

その他 528 15,884

金融収益合計 283,047 335,832

保険契約から生じる収益 82,014 91,404

顧客との契約から生じる収益

役務の提供による収益 86,981 132,126

物品の販売による収益 33,827 27,926

その他 41,571 98,277

収益合計 527,440 685,565

（収益）

収益の内訳は次のとおりであります。

（注）１.主に、銀行業において保有する債券並び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、銀行業及び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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