
 

 
平成 22 年５月 20 日 

 

会 社 名  ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 

      代 表 者 名  代表取締役社長   德  中  暉  久     

（コード番号：8729 東証第一部） 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成 22 年３月期 決算短信の一部訂正について 
 

 

平成22年５月20日付「平成22年３月期 決算短信」において、記載内容に一部訂正がありますので、 

お知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 

記 

【訂正箇所 Ｐ２】 

 

（訂正前） 

4. その他 

 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 2,175,000株 21年3月期 2,175,000株 

② 期末自己株式数 22年3月期 2,175,000株 21年3月期 2,175,000株 

 

 

（訂正後） 

4. その他 

 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 2,175,000株 21年3月期 2,175,000株 

② 期末自己株式数 22年3月期        －株 21年3月期        －株 

 

 

 

以 上 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社  

広報・IR 部 此尾（このお）・花倉  電話（03）5785－1074 

E-mail： press@sonyfh.co.jp 
（ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社のホームページ） 

http://www.sonyfh.co.jp/ 
 



平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月20日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 8729 URL http://www.sonyfh.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 徳中 暉久

問合せ先責任者 （役職名） 広報・ＩＲ部長 （氏名） 此尾 昌晃 TEL 03-5785-1074
定時株主総会開催予定日 平成22年6月25日 配当支払開始予定日 平成22年6月28日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月28日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

経常収益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 978,991 13.8 84,373 146.3 48,126 56.7
21年3月期 860,323 4.6 34,253 △23.0 30,722 26.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

経常収益経常利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 22,127.13 ― 20.3 1.5 8.6
21年3月期 14,125.14 ― 13.2 0.7 4.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △307百万円 21年3月期  △173百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 6,001,088 269,439 4.5 123,880.11
21年3月期 5,313,677 204,897 3.9 94,205.75

（参考） 自己資本   22年3月期  269,439百万円 21年3月期  204,897百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 494,225 △378,706 △6,580 200,593
21年3月期 730,038 △769,813 △4,591 91,634

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 6,525 21.2 2.8
22年3月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 6,525 13.6 2.8

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 16.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

483,000 0.4 41,000 3.9 23,000 △1.7 10,574.72

通期 974,000 △0.5 74,000 △12.3 40,000 △16.9 18,390.80
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4.  その他 

(1) 期中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  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 2,175,000株 21年3月期 2,175,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

 
（注）個別業績予想については、投資情報としての重要性が大きくないと判断できるため開示を省略しております。 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 8,065 1.4 7,083 △0.1 7,098 △0.1 7,056 △0.1

21年3月期 7,955 0.4 7,087 6.9 7,106 6.0 7,061 6.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 3,244.39 ―

21年3月期 3,246.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 223,321 222,963 99.8 102,512.08
21年3月期 222,680 222,432 99.9 102,267.69

（参考） 自己資本 22年3月期  222,963百万円 21年3月期  222,432百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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