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１．平成18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 

(1) 連結経営成績                  (単位：百万円未満切捨て） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 

18年６月中間期 

17年６月中間期 

百万円   ％

105,318（ 194.0）

35,820（  73.7）

百万円   ％

19,292（  77.7）

10,859（  51.9）

百万円   ％

20,869（  81.8）

11,476（  56.9）

17年12月期 129,775     34,885     35,826     

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり中間（当期）純利益
 

18年６月中間期 

17年６月中間期 

百万円 ％

7,101 ( 37.1 )

5,180 (  ― )

円 銭

569  05

438  42

円 銭

564 67

434 20

17年12月期    19,449     1,642 50 1,626 19

(注) 1．持分法投資損益     18年６月中間期 448百万円 17年６月中間期 408百万円 17年12月期 1,041百万円 

   2．期中平均株式数（連結） 18年６月中間期  12,479,040株 17年６月中間期 11,816,582株 17年12月期 11,823,209株 

   3．会計処理の方法の変更  無 

   4．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

18年６月中間期 

17年６月中間期 

百万円 

1,488,995 

1,296,924 

百万円

182,948

53,533

％ 

12.3 

4.1 

円 銭

14,066 56

4,527  59

17年12月期 1,657,708 76,550 4.6 6,464 58

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 13,006,988株 17年６月中間期 11,823,943株 17年12月期 11,836,832株 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 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
 

18年６月中間期 

17年６月中間期 

百万円 

35,198 

△25,623 

百万円

△36,719

24,484

百万円 

10,974 

40,915 

百万円

90,370

72,285

17年12月期 △43,358 △144,116 235,426 80,849

 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数 40社  持分法適用非連結子会社数 ―社  持分法適用関連会社数 12社 

 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結 (新規)  9社 (除外)  2社   持分法 (新規)  1社 (除外)  ―社 
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企業集団の状況 

 

 

(1) 事業の内容 

  当社の企業集団は、平成18年６月末日現在で、当社（楽天株式会社）、子会社40社及び関連会社12社によっ

て構成されております。 

  当社グループは総合的なインターネットサービス企業グループとして、① 物販を中心としたＥＣ（エレクト

ロニック・コマース＝電子商取引）に関するサイト運営・サービス提供などを行う【ＥＣ事業】、②クレジッ

トカードの発行による資金決済やカードローンなど個人向け与信業務を行う【クレジット・ペイメント事業】、

③ インターネットへの「入り口」の役割を担うポータルサイト運営などを行う【ポータル・メディア事業】、

④ 宿泊予約など旅行関連のサイト運営・サービス提供などを行う【トラベル事業】、⑤ オンライン証券取引

サービスなどを提供する【証券事業】及び⑥ プロ野球球団の運営や関連商品の企画・販売などを行う【プロス

ポーツ事業】を展開しております。 

  当社グループの主な事業内容及び当社と主な関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

また、次の事業区分は事業の種類別セグメント情報の事業区分と同一であります。 

  

   

① 【ＥＣ事業】 

提供する主要なサービス 主な事業主体 

インターネット・ショッピング・モール（『楽天市場』）の運営 楽天(株) 

個人向けオークション・サイト（『楽天フリマ』）の運営 楽天オークション(株) 

企業向けサービス取引市場（『楽天ビジネス』）の運営 楽天(株) 

ＥＣ（エレクトロニック・コマース＝電子商取引）に関するコンサルティング 楽天(株) 

『楽天カード』などの決済サービスの提供 楽天(株) 

インターネット上の書籍販売サイト（『楽天ブックス』）の運営 楽天ブックス(株) 

デジタルコンテンツ提供サイト（『楽天ダウンロード』）の運営及びデジタルコンテン

ツ提供システムの開発 

楽天(株) 

楽天ブックス(株) 

インターネット上のゴルフ場予約サイト（『楽天GORA』）の運営 楽天(株) 

インターネット上のグリーティングカードサービスの提供 楽天(株) 

『ダイニング・ア・ラ・カード』などのクラブマーケティング事業 シグニチャージャパン(株) 

オンラインチケット販売ASP事業 楽天エンタープライズ(株) 

アフィリエイト・マーケティング・サービスの提供 LinkShare Corporation 

チケット販売システムの企画運営管理 (株)ローソンチケット 

 

② 【クレジット・ペイメント事業】 

提供する主要なサービス 主な事業主体 

クレジットカード・ショッピングクレジットを中心とした総合信販業 楽天ＫＣ(株) 

個人向けカードローン事業 楽天クレジット(株) 
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③ 【ポータル・メディア事業】 

提供する主要なサービス 主な事業主体 

検索機能などを備えたポータルサイト（『Infoseek』）の運営 楽天(株) 

新卒学生を中心とした就職情報コミュニティサイト(『みんなの就職活動日記』)の運営 みんなの就職(株) 

ＣＳ放送チャンネルの運営 楽天ティービー(株) 

インターネットを活用したマーケティングサービスの提供 ターゲット(株) 

総合データベース・マーケティング事業 楽天リサーチ(株) 

ブロードバンド向けコンテンツ・ポータルサイト（『ShowTime』）の運営 (株)ショウタイム 

 

④ 【トラベル事業】 

提供する主要なサービス 主な事業主体 

総合旅行サイト（『楽天トラベル』）の運営、宿泊予約・航空券予約サービスの提供 楽天トラベル(株) 

中国国内における総合旅行サイト（『Ctrip.com』）及び大規模コールセンターを通じ

た宿泊予約・航空券予約事業 
Ctrip.com International, Ltd. 

 

⑤ 【証券事業】 

提供する主要なサービス 主な事業主体 

オンライン証券取引サービスの運営 楽天証券(株) 

 

⑥ 【プロスポーツ事業】 

提供する主要なサービス 主な事業主体 

プロ野球球団『東北楽天ゴールデンイーグルス』の運営 (株)楽天野球団 

『東北楽天ゴールデンイーグルス』関連商品の企画・販売 (株)楽天スポーツプロパティーズ
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(2) 事業系統図 

楽天(株)

楽天オークション(株）

楽天ブックス(株)

シグニチャージャパン(株)

LinkShare Corp.

楽天(株）

みんなの就職(株）

楽天ティービー(株)

　ターゲット(株)

楽天リサーチ　(株）

楽天トラベル(株)

楽天KC(株）

楽天クレジット(株)

(株)楽天野球団

(株)楽天スポーツプロパティーズ
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経営方針 

 

1.  経営の基本方針 

当社はインターネット上におけるエレクトロニック・コマース（電子商取引、以下「ＥＣ」）のプラットフ

ォームの提供を通じて、我が国におけるＥＣを発展させることを目的に設立されました。インターネットは今

後さらに広く社会に浸透していくと考えられ、インターネットビジネスは加速度的に様々な方向へ向かって発

展していくものと予想されます。 

当社の経営の基本方針は、拡大するインターネットビジネスの主要分野において、質の高いサービスを提供

することにより取引先企業及び消費者の満足度を高め、我が国のインターネットビジネスの興隆を促進すると

ともに、収益力・成長力の面において成功モデルとなり、社会的にも経済的にも自らの価値を極大化すること

にあると考えております。 

 

2.  利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分につきましては、企業価値の極大化を念頭に、健全な財務体質の維持及び積極的な事業展開

に備えるための内部留保の充実等を勘案しつつ、収益状況に応じた利益還元を行うことを基本方針としており

ます。 

また、当社では、当社を含むグループ会社役職員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に

ストックオプションの付与を実施しております。これは、業績向上が株価に反映されることにより、役職員の

意欲や士気の向上が、株主の利益に直結することを意図したものであり、経営政策上重要な制度であると考え

ております。 

 

3.  投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、より多くの投資家に投資していただきやすい環境を整備することを念頭に、平成12年４月の株式公

開以来、３度の株式分割を実施してまいりました。 

今後におきましても株式の流動性向上及び投資家層の拡大に資するべく、投資単位の引下げについては継続

的に検討してまいります。 

 

4.  目標とする経営指標 

当社は、我が国のインターネットビジネスの興隆を促進するとともに、収益力・成長力の面において成功モ

デルとなり、社会的にも経済的にも自らの価値を極大化することを経営の基本方針としております。このため

売上高・利益の更なる成長を志向するのはもちろんのこと、今後数年内に当社グループ運営サイト内での流通

総額（商品・サービスの取扱高）を年額１兆円規模とすることを目標としております。 

 

5. 中長期的な経営戦略 

インターネットの接続環境において、常時接続、高速接続が普及しＥＣの裾野が拡大するなか、当社及び当

社グループでは各社の経営資源を複合的に投入し、『楽天市場』をはじめとするグループＥＣサイトにおける

流通総額の増大及び当社グループが運営するサイトのメディア（媒体）価値の向上、ならびにインターネット

と高い親和性を持つ金融関連分野への進出などを通じ、グループ全体の収益基盤の強化を進めていくことを経

営戦略の中核に据えております。 

具体的には、当社グループの事業領域を「ＥＣ事業」・「クレジット・ペイメント事業」・「ポータル・メ

ディア事業」・「トラベル事業」・「証券事業」・「プロスポーツ事業」の６つに区分し、それぞれの事業領

域において高成長・高収益体質を確立するとともに、インターネットという共通のインフラを通じて事業領域

間でのシナジー（相乗効果）を極限まで高めることが中長期的な経営戦略の根幹をなすものであると考えてお

ります。 
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6. 会社の対処すべき課題 

当社グループとして対処すべき課題としては、中長期的な経営戦略実現のために必要な経営資源を適時・適

切に投入するために、権限委譲による意思決定の迅速化、業務執行の責任と権限の明確化を図り、経営の機動

性を確保するとともに効率的な牽制機能を充実させることが必要であると考えております。そのため、執行役

員制の導入、グループ内各社のオフィス統合などを進め、経営の効率化を図るとともにコーポレート・ガバナ

ンスの一層の強化に努める所存であります。 

合わせて、個人情報保護などの点でグループ全体のセキュリティレベルをより一層高め、事業遂行上のリス

クを可能な限り軽減することも重要な課題であると認識しております。 

 

7. 内部管理体制の整備・運用状況 

当該内容については、「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において開示してお

りますので、記載を省略いたします。 
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経営成績及び財政状態 
 

1. 経営成績 

 

わが国におけるインターネット接続環境は、引き続き高速、安定化が進み、FTTH契約数が546万件 （平成18

年３月 総務省統計資料より）と500万件を突破し、一方、パソコンと比肩するインターネット接続媒体となっ

た携帯電話端末においては、高速インターネット接続が可能な、第三世代携帯電話加入件数は929万件 （平成

18年6月 社団法人電気通信事業者協会調べ）を数え、全携帯電話加入件数に占める割合が過半数を超えた昨年

末に引き続き増加しました。また、インターネット利用形態においては、消費者発信型メディアであるブログ

やＳＮＳ(ソーシャル･ネットワーキング･サービス)を合わせた登録者数が平成17年9月の872万人から平成18年

３月には1,584万人(平成18年版情報通信白書内総務省「ブログ及びSNSの登録者数」より)と1.5倍強に増加する

など、消費者発信型の利用形態もさらに活発化してきております。消費を取り巻く環境は、原油高、海外情勢

などの不安要因も依然懸念されるものの、当中間期においては、日銀による量的金融緩和策の解除を宣言出来

る程に経済環境は改善し、個人消費も底堅く緩やかに増加傾向にあるものと思われます。 

 

 当中間連結会計期間においては、当社グループは、引き続き『楽天市場』や『楽天トラベル』を中核にサイ

ト内流通総額の極大化に向けた「楽天1兆円プロジェクト」を引き続き推進し、楽天会員数は平成18年６月末現

在3,376万人となりました。さらに、６月に「楽天 10周年記念 がんばれ！プラン」により積極的な出店促進策

を行った結果、平成18年６月末現在『楽天市場』での出店店舗数は16,000店を超えております。このような経

営環境を背景といたしまして、楽天グループ内におけるグループシナジー効果の追求、サービスレベルの向上

および、メディア事業への基盤作りの３要素について積極的に取り組みました。 

 

グループシナジー効果の追求としては、『楽天市場』においては「楽天ポイント倶楽部」に 上位ランクとな

る「プラチナ会員」を新設し、既存ユーザのロイヤリティ向上に向けた取り組みを行いました。また、『楽天

クレジット』においては、「楽天スーパーポイント」を利用した勧誘活動を引き続き実施し、新規会員獲得数

を伸ばしております。また、楽天グループの新たなマーケティングメディアとして、紙媒体とのメディアミッ

クスによる実践的ライフスタイル・フリーペーパー「楽天マガジン」を平成18年３月に創刊し、インターネッ

ト未経験者への認知拡大と新規ユーザ獲得へ向けた取り組みを進めてまいりました。 

 

サービスレベルの拡充に向けた施策としては、『楽天証券』においてはビジターページを楽天グループの統

一感をもったデザインイメージへ変更した事で、慣れ親しんだページレイアウトによる楽天会員のグループ内

回遊性を高め、新規口座開設者数増加へ向けた働きかけを実施しました。また、検索サイト『Infoseek』では、

トップページのメニュー配置 適化や「Infoseekハイブリッド検索」でポータルサイト初となる検索結果画面

のカスタマイズ機能を提供し、ユーザ利便性向上に向けた取り組みを進めました。 

メディア事業への基盤と致しましては、サッカーを切り口に、紙媒体・WEB・モバイルといった３つのメディ

アを活用したライフスタイル・マガジン「STAR soccer」を創刊し、インターネットメディアと雑誌媒体との融

合を進めてまいりました。また、『東北楽天ゴールデンイーグルス』のフルキャストスタジアム主催試合のイ

ンターネット無料ライブ配信をスタートしました。この情報番組は『楽天ティービー』が運営するCS衛星放送

のチャネルでも同時に生放送でオンエアーしており、楽天グループの持つ複数メディアを生かした展開を進め
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たものであります。 

このような積極的な施策により、当中間連結会計期間におけるグループサイト内の流通総額は3,789億円(前

年同期比175％増)と引き続き増加しております。 

これらの結果、当中間連結会計期間における業績は、売上高105,318百万円（前年同期比194.0％増）、営業利

益19,292百万円（前年同期比77.7％増）、経常利益20,869百万円（前年同期比81.8％増）となり、中間純利益

は7,101百万円（前年同期比37.1％増）となりました。 

 

2.  財政状態 

当中間連結会計期間末においては、昨年来の証券事業における信用取引資産の拡大によって、前中間期末と

比べ、グループ全体の資産規模が増大し、総資産は1,488,995百万円となりました。また平成18年３月に株式公

募増資を行った結果、純資産は182,948百万円となり、純資産比率は12.3％となりました。 

 

3.  キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは9,520百万円の資金流入（前年同期比76.1％減）となり、当中間

連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は90,370百万円となりました。 

当中間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」は、税金等調整前中間純利益を16,097百万円計上し、また金融事業

において証券業における営業債権や営業貸付金等の残高が大幅に減少したため、35,198百万円の資金流入(前年

同期は25,623百万円の資金流出)となりました。 

 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規連結会社において固定資産の取得に係わる支出等があった

ため、結果として36,719百万円の資金流出（前年同期は24,484百万円の資金流入）となりました。 

 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金は純減したものの、長期借入による収入及び株式の

発行による収入があったため、10,974百万円の資金流入（前年同期比73.2％減）となりました。 

 

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 前連結会計年度 当中間連結会計期間 

株主資本比率 4.1% 4.6% 11.5% 

時価ベースの自己資本比率 81.1% 81.4% 59.4% 

債務償還年数 ― ― 8.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 46.5 

（注）1．株主資本比率：株主資本／総資産 (前連結会計年度以前は、自己資本比率(自己資本／総資産)を記載) 

   2．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   3．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   4．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(1) 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(2) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

なお、前中間連結会計期間、前連結会計年度の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、

営業キャッシュ・フローが資金流出のため、記載しておりません。 
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4. 事業等のリスク 

１ 各事業の展開について 

(1) ＥＣ事業について 

ＥＣ事業における、インターネット・ショッピング・モール事業及び個人オークション事業は、出店者と

購入者またはオークションの参加者同士で取引を行うための仲介をすることをその基本的性格としており、

当社グループのサービスは取引の場を提供することにとどまっております。したがって、取引の当事者は出

店者と購入者またはオークションの参加者であり、かかる取引においては、出店者、購入者またはオークシ

ョンの参加者が法禁物の提示や取引を行うこと、他人の所有権、知的財産権その他の権利やプライバシーを

侵害する行為を行うこと、詐欺その他の違法行為を行うことなどの危険性が存在しております。かかる事態

が生じた場合には、問題となる行為を行った当事者だけでなく、当社グループについても取引の場を提供管

理する者として責任追及がなされる可能性があります。 

当社グループは、かかる事態を回避すべく、各事業において以下のようなトラブルの事前の防止と、法的

規制に基づき事業者が果たすべき義務の履行に努めております。 

 

① 楽天市場 

『楽天市場』の出店者については、原則として法人事業者であるか、あるいは個人事業者の場合は実店

舗等での営業実績のある事業者に限定しており、かつ、個人事業者については出店前に当社が出店者との

面談を行うなど、出店手続面での管理を実施しております。また、出店後も当社のＥＣコンサルタントが

店舗の運営サポートを行う体制を採っており、サポート活動を通じて出店者の商品内容や出店規約の遵守

状況をモニターしております。商品の不良や代金決済などに関する出店者と購入者とのトラブルについて

は、規約上、出店者と購入者の当事者間の解決事項として当社グループには責任が及ばないことを明記し

ておりますが、モニタリングの結果、店舗評価が良くない出店者やカスタマーサポートを行うメンバーサ

ービス部にクレームが多く寄せられる出店者に対しては、改善を促したり契約解除(退店)を行うなどの措

置を採っております。 

 

② 楽天フリマ 

『楽天フリマ』の個人オークション事業においては、参加者間のトラブルは当事者間の解決事項として、

当社グループに責任が及ばないことを規約上明記しております。また、違法または公序良俗に反するよう

な出品が行なわれないよう、出品状況をモニターする体制を採っております。この他、出品者と購入者間

での引渡・決済など取引に関連したトラブルの未然の回避・抑止策として、ホームページ上に出品者と購

入者による相互評価を表示しております。 

 

③ isweb、楽天広場 

『isweb』及び『楽天広場』等の、ユーザーが自由に意見を表明できる各種掲示板及びレンタルホーム

ページサービスにおいては、違法または有害な情報発信の禁止と全責任がユーザーに帰属する旨を規約に

明記するとともに、当社グループが規約違反の情報を削除する権利を保有し、実際に規約違反が判明した

場合には当該情報の削除を行っております。 
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しかしながら、出店者・取引量等の増大に対して人的資源等の制約があり得ること等から、上記各事業に

おいて取引状況、規約の遵守状況及び違法行為の有無等を完全にモニターすることは難しく、上記各事業に

おいてトラブルが発生した場合には、規約の内容に拘わらず、当社グループが法的責任を問われる可能性が

あるほか、トラブルの発生自体が当社グループ全体または各事業のブランドイメージ悪化等を招く可能性が

あります。また、監督官庁による処分や新たなガイドラインの策定等により、事業展開に制約を受けるまた

は修正を余儀なくされる可能性があり、これらの要因により当社グループの事業、経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2) クレジット・ペイメント事業について 

① 事業に係る法的規制について 

当該事業は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、「出資法」)及び「貸金業

の規制等に関する法律」(以下、「貸金業法」)の適用を受けております。 

平成12年６月の出資法の改正により、出資法上、刑罰をもって禁止されない利息契約の上限利息が年率

40.004％から年率29.2％に引き下げられておりますが、平成15年８月の出資法の改正の際に、出資法に定める

利息契約の上限利息については、同改正の施行後３年(平成19年１月)を目処として、必要な見直しをするもの

とされております。そのため、出資法上の上限利息が現行の利息水準より引き下げられた場合には、当該事業

の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、利息制限法では、上限利息(元本10万円未満は年率20％、10万円以上100万円未満は年率18％、100万円

以上は年率15％)の超過部分に関する利息契約を無効としておりますが、貸金業法においては、超過部分につき、

債務者が利息として任意に支払い、書面の交付等一定要件を満たす場合には、有効な利息の弁済とみなすと規

定されております(以下、「みなし弁済」)。近年、みなし弁済が認められる場合を厳格に制限する裁判例が出

され、またそのような裁判例がメディア等に取り上げられ、この超過部分の利息支払について、みなし弁済に

該当しないとして、その返還を求める訴訟が年々増加する傾向にあります。また「特定債務等の調整の促進の

ための特定調停に関する法律」の施行や「弁護士法」、「司法書士法」及び「破産法」の改正等の影響により、

当社グループが貸付金を回収できないケースが増加する可能性もあります。 

楽天クレジット㈱は利息制限法上の上限利息を超過する利息契約はないものの、平成17年６月に子会社化し

た楽天ＫＣ㈱においては、当該上限利息を超過する利息契約があります。そのため、本中間連結会計期間より、

返還請求に係る損失に備えるため利息返還損失引当金を計上しておりますが、今後において、債務者の訴え提

起による過払金返還請求が増加した場合には、当該事業の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 事業環境について 

a) 経済環境 

当該事業においては個人を顧客対象としているため、経済環境が悪化し、消費低迷による借入需要の

減退や失業率の上昇による自己破産や多重債務者の増加等が生じた場合には、営業収益の減少や貸倒費

用の増加等により、当該事業の経営成績が悪化する可能性があります。 

 

b) 競合 

消費者ローン業界においては、大手消費者金融会社に加え、銀行系、外資系及びインターネット系消

費者金融会社等の多数の事業者が参入しており、クレジットカード業界も、銀行系、流通系及び信販会
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社系等のクレジットカード会社との間で激しい競合状況にあります。これらの競合他社については、資

金調達、マーケティング、顧客ベース、審査能力、認知度、設備及びネットワーク等の点で、当社グル

ープより優れている事業者も存在し、競合他社の動向によっては当該事業における当社グループの事業、

経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

c) 資金調達 

当該事業における運転資金の調達については、主に金融機関からの借入金により賄っておりますが、

調達金利は市場環境その他の要因により変動するため、将来の金利情勢及び当社グループの信用状態の

変動等によって調達コストが上昇した場合には、当該事業の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

d) 与信管理及び債権回収 

当該事業を遂行する上では、貸倒リスクを軽減するための与信管理システムや債権回収のノウハウを

持つ人材の確保が重要であるものと考えておりますが、必要なシステムの維持・運営、人材の確保に重

大な問題が生じた場合、事業の継続及び今後の事業展開に支障が生じる可能性があります。 

 

(3) ポータル・メディア事業について 

① インターネット広告市場について 

ポータル・メディア事業は、ポータルサイト運営・管理を中心とした事業であり、当該事業においては

インターネット広告等にかかる売上高が高い比率を占めております。 

インターネット広告市場は、インターネットの普及、利用者の増加、企業の経済活動におけるインター

ネット利用の増加等により拡大傾向にあるものと考えられます。しかしながら、インターネット広告は広

告媒体としての他のメディアとの競合が生じていることに加えて、インターネット広告に限らず広告市場

は景気変動の影響を受け易いものと考えられることから、景況感が悪化した場合には当該事業の経営成績

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

② インターネットサイトの集客力について 

インターネット広告の広告媒体としての価値は、主にWebサイトの集客力に応じて変化するものであり、

当社グループは、顧客ニーズに応じたコンテンツ等を提供することにより集客力向上を図っております。

今後においては、検索結果広告表示機能や各種コンテンツの充実等により広告収入を確保していく方針で

ありますが、インターネット広告の広告媒体としての定着傾向に変化が生じる場合や、魅力的なコンテン

ツ等の提供に支障が生じた場合には、当該事業の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社グループは、サイトを運営するにあたり、Web検索エンジンやニュース等の一部のコンテン

ツについて外部の事業者から提供を受けております。今後、何らかの要因によりこれらWeb検索エンジンや

コンテンツの提供が中断された場合や有力コンテンツを円滑に導入できなかった場合には、サイト運営に

支障をきたす可能性があり、当該事業の遂行及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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③ 競合について 

当該事業においては、ヤフー㈱、グーグル㈱、マイクロソフト㈱、エキサイト㈱等のポータルサイトを

運営する事業者が存在し、当社グループのサイトと競合が生じておりますが、さらに今後新たな事業者が

当該事業に参入する可能性もあります。これらの事業者との競合により当社グループサイトの集客力低下、

広告出稿量の減少または広告単価の引き下げ等が生じた場合には、当該事業の経営成績に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

 

(4) トラベル事業について 

当社グループは航空会社等のグループ内外の旅行関連事業者との連携による旅行関連サービスの強化を図

り、事業を展開していく方針であり、また近年インターネットを活用した旅行関連サービスの市場規模は拡

大傾向にあります。しかしながら、旅行関連サービスはその性質上、景気動向、国内外情勢及び消費者嗜好

の変化等による影響を受けるものであり、これらの動向によっては、当該事業の遂行及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

また、当該事業においては、競合するサービスまたは事業者が多く、競争による取扱手数料率の低下が生

じる可能性があります。また、当社グループが宿泊施設等と継続した契約関係を維持できる保証はなく、宿

泊施設等による競合他社との契約への移行等が生じた場合、当該事業の遂行及び経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

(5) 証券事業について 

① 法的規制等について 

当該事業においては、「証券取引法」の他、各証券取引所、日本証券業協会等の自主規制機関による法

令・諸規則等に従って業務を遂行しておりますが、当該事業に関係する法令・諸規則や実務慣行、解釈等

の追加または変更により、当該事業の遂行及び経営成績が影響を受ける可能性があります。 

特に、証券会社に対しては、「証券取引法」及び「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」に基づ

き、一定の自己資本規制比率の維持が求められております。リスクアセットの増加(信用取引の増加に伴う

貸付金の増加を含みます。)や財政状態の悪化等により、楽天証券㈱の自己資本規制比率が低下した場合、

業務方法の変更や業務の全部または一部の停止が命じられ、さらには証券業の登録が取り消される場合も

あるため、当該比率の低下は、当該事業並びに当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

② 事業環境及び事業戦略について 

当該事業は、委託手数料をその主要な収入源としているため、証券市場等の相場環境の影響を受けてお

ります。証券市場は、経済情勢、世界各国の市場動向、政治動向及び規制動向、並びに投資家心理等の影

響を受けるものであり、市場低迷が生じた場合には既存顧客及び潜在的顧客の投資意欲の減退等に伴う、

出来高や売買代金の減少によって、当該事業の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、オン

ライン証券取引サービスについては、既存の証券会社を含む多数の企業が参入する競争が激しい分野であ

ります。当該事業の主な収益である株式売買委託手数料は自由化されており、価格競争の激化等が生じた

場合には、当該事業の顧客獲得及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

近年、当該事業に占める株式の信用取引に関連する収入は高まる傾向にあることより、株式相場の急激

な変動、金利上昇等に伴う信用取引高の減少、顧客への信用取引貸付金等の未回収が生じた場合には、当

該事業の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。外国為替保証金取引においても、信用取引に関す
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るものと同様のリスクがあります。 

 

また当該事業においては、従来の有価証券売買の媒介及び取次業務に加え、投資銀行業務及びファンド

の運営業務等へ業務分野を拡大しております。これらの新規業務は従来当社グループが行ってきた業務と

異なるリスクが存在しており、当社グループのノウハウまたは経験不足により当該リスクを予見または回

避できなかった場合、当社グループの事業、ブランド及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(6) プロスポーツ事業について 

当該事業においては、現在、「フルキャストスタジアム宮城」の観客向け施設の増設、選手の補強等を行

うことにより、球団運営の基盤強化に取り組むとともに、地域密着型の顧客作りを推進しております。これ

により、設備投資に伴う減価償却費、選手の人件費の増加等が見込まれているため、計画通りに当該事業の

売上高が推移しない場合には、当該事業の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループは、「東北楽天ゴールデンイーグルス」の運営による当社グループの認知度の向上が、

各事業の業績向上に寄与する等のシナジー効果を期待しておりますが、当該球団の人気が低迷した場合には

かかる効果は限定的なものとなる可能性があります。 

なお、当該事業は、(社)日本野球機構の日本プロフェッショナル野球協約等の規制を受けており、当該事

業の遂行が何らかの制約を受ける可能性があります。 

 

(7) 流通総額拡大のための施策の実施について 

当社グループは、ＥＣ事業及びトラベル事業等を中心として、経営指標として当社グループサイト内の流

通総額を重視し、流通総額拡大に向けたマーケティング施策の強化を進めております。当社グループは流通

総額の拡大を図る目的から、新規購入者数や既存購入者のリピート率等の向上に向け、「楽天１兆円プロジ

ェクト」と称して、グループ共通のポイントプログラムである「楽天スーパーポイント」の活用や、性別や

年齢など購入者の属性に合わせたサイト表示内容の 適化(パーソナライゼーション)など、積極的なマーケ

ティング施策とシステム開発戦略を推進しております。 

近における当社グループのサイト内における流通総額及びユニーク購入者数※については、B to C(消費

者向け電子商取引)市場の拡大等を背景として、拡大傾向にあるものと認識しておりますが、景気動向、イン

ターネットの利用を制約するような法規制及び個人情報の安全性を中心としたセキュリティに対する問題意

識の拡がり等の外在的要因や、他社との競合等により、当社グループサイト内での流通総額が必ずしも順調

に拡大しない場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループは、今後、流通総額の更なる拡大を目的として、各サービスブランドの『楽天』ブラ

ンドへの変更や、会員データベースの一元化、ポイントプログラムの共通化を媒介とした会員ＩＤの統合な

どを推進しておりますが、ブランド名称や会員ＩＤの変更に際しては既存会員のロイヤリティの低下や会員

組織からの離脱を招く可能性もあり、これらの施策が期待通りの効果を得られない場合、当社グループサイ

ト内の流通総額及び当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

※ユニーク購入者数：一定の期間内に『楽天市場』内で一度でも商品の購入を行った購入者の総数 

 

２ インターネット関連ビジネスについて 

(1) インターネット及びＥＣをめぐる法的規制の適用の可能性について 

当社グループが事業を展開する国内のインターネット上の情報流通やＥＣ等に関しては、その普及及び拡
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大を背景として現在も様々な議論がなされ、法的規制が整備されつつあります。当社グループの事業領域に

適用される主要な法的規制の概要は以下の通りであり、法的義務と免責条件が徐々に明確化されてきており

ます。 

今後において、情報の仲介者に対してより網羅的に法的規制を設けるべきだという社会的な動きが生じた

場合、新たな法律の制定やあるいは何らかの自主的なルール化が行われること等により、当社グループの事

業が新たな制約を受けまたは既存の規制が強化され、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

① 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成12年２月施行) 

同法では、「不正アクセス行為」及びこれを助長する行為が禁止されると共に、電気通信回線に接続し

た電子計算機についてアクセス制御機能を付加するアクセス管理者に対して、不正アクセス行為からの一

定の防御措置を講ずる努力義務が課されております。 

 

② 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」 

  (平成14年５月施行) 

同法では、特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害された場合の特定電気通信役務提

供者の不作為を理由として権利を侵害された者に対する損害賠償責任の制限及び特定電気通信による情報

の送信を防止する措置を講じた場合の特定電気通信役務提供者の作為を理由とする発信者に対する損害賠

償責任の制限、並びに特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者による発

信者情報の開示請求権及び開示請求を受けた特定電気通信役務提供者の義務やこれらに関する手続等が明

確化されております。 

 

③ 「古物営業法」(平成15年９月改正法施行) 

同法については、インターネット上での古物取引にかかる盗品の売買の防止、速やかな発見を目的とし

て改正がなされております。これにより、インターネット上でオークション等を営む事業者は、「古物競

りあっせん業者」として、ＵＲＬの届出やサイトにおける許可証番号等の表示が新たに義務付けられ、ま

た、オークション等における出品者の真偽確認の努力義務、盗品等の疑いのある場合の警察官への申告義

務、並びにあっせんに関する記録の作成及び保存の努力義務等が課されております。 

 

④ 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 

  (平成15年９月(一部は平成15年12月)施行) 

同法では、「インターネット異性紹介事業者」に対して、児童によるインターネット異性紹介事業の利

用の防止のための努力義務が課されております。 

 

⑤ 「個人情報の保護に関する法律」(平成17年４月全面施行) 

同法では、一定数以上の個人情報を取り扱う「個人情報取扱事業者」は、保有する個人情報を本人の同

意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用したり、第三者に提供してはならないことなどの義

務が課され、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、また従業員及び委託先に対する

必要かつ適切な監督を行うことが義務づけられています。個人情報の取り扱いについては、主務大臣が報
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告の徴収、助言、勧告及び命令といった手段によって関与し、特に個人情報取扱事業者に命令違反及び報

告拒否または虚偽報告があった場合には罰金が課せられることがあります。 

 

(2) 競合について 

ＡＤＳＬやＦＴＴＨ(光ファイバー)などによるインターネットへの常時接続・高速接続の急速な普及やモ

バイルによるインターネットの利用者数の増加に後押しされ、一般消費者によるＥＣの利用は拡大基調で推

移しております。その結果、多くの企業がＥＣ事業に参入し、商品カテゴリーやサービス形態も多岐に亘っ

ております。 

当社グループは、当社グループが運営するサイト内の流通量増大を目指し、今後一層の拡大が見込まれる

モバイル(携帯電話)経由のＥＣ事業強化のための機能改善や、ユーザーの囲い込みを軸としたマーケティン

グ強化に取組み、また、『楽天フリマ』、『楽天ビジネス』、『楽天ブックス』及び『楽天トラベル』等の

『楽天市場』以外のＥＣサイトの強化・拡充にも取組んでおります。加えて、買収(Ｍ＆Ａ)等による事業領

域拡大を図るとともに、各事業の連携による業容拡大も進めております。 

当社グループは、今後においても各サービスのＩＤの統合やサービス間の連携を図るなどの顧客ニーズへ

の対応を図り、事業拡大に結び付けていく方針でありますが、これらの取組みが予測通りの成果をあげられ

ない可能性や、高いシステム開発力を背景とした画期的なサービスを展開する競合他社の出現その他の競合

等の結果、当社グループの売上高が低下する可能性があるほか、価格競争や広告宣伝費等の費用の増加を余

儀なくされる可能性もあり、かかる場合には当社グループの事業及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性

があります。 

 

 (3) 個人情報の取扱について 

当社グループは現在、『楽天市場』及びその他サービス利用時に各利用者に対してＩＤ付与を行っており、

住所・氏名・電話番号・クレジットカード番号等のユーザー個人を特定できる情報を取得できる環境にあり

ます。これらの情報の管理について、当社グループは、プライバシー及び個人情報の保護について 大限の

注意を払い、各サービスにおける情報セキュリティについても留意しております。 

当社グループは、セキュリティ本部を設置するなど、顧客等の個人情報流出防止及び事後対応にかかる対

策の実施・強化等を今後も進めていく方針でありますが、情報の外部流出や悪用等の可能性が皆無とは言え

ず、これを理由に法的紛争に巻き込まれる可能性または当社グループの信用が低下する可能性があり、かか

る場合には、当社グループの事業及び経営成績に影響が生じる可能性があります。 

 

(4) 業界における技術変化等について 

当社グループが事業を展開するインターネット業界においては、技術、業界標準、顧客ニーズ及び競合関

係が急速に変化することから、頻繁に新しい商品及びサービスが導入され、また、新たな競争相手等が出現

しております。特に、技術分野における進歩及び変化は著しく、当社グループの事業においてもこれらの変

化等に対応していく必要があります。 近では、３Ｇ(第三世代)携帯電話端末の普及への対応や動画コンテ

ンツのデジタル処理等への対応が必要となるものと認識しております。 

しかしながら、何らかの要因により、当社グループにおいて当該変化への対応が遅れた場合、サービスの

陳腐化、競争力低下等が生じる可能性があります。また、対応可能な場合であったとしても、既存設備等の

改良、新たな開発等による費用の増加等が発生する可能性があり、これらの動向及び対応により当社グルー
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プの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループ事業運営の障害となりうる技術が開発

される可能性もあり、このような技術が広く一般に普及した場合には当社グループの事業及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

 (5) システムダウンについて 

当社グループの事業の多くは、コンピューターシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災

害や事故などによって、通信ネットワークが切断された場合には、営業活動は困難となります。また、アク

セス増加などの一時的な過負荷によって当社グループあるいはプロバイダのサーバーが作動不能に陥ったり、

当社グループ、出店者、購入者及び参加者その他の利用者のハードウェアまたはソフトウェアの欠陥等によ

り、正常な売買等に支障が生じまたはシステムが停止する可能性があります。さらには、コンピューターウ

ィルス、外部からの不正な手段によるコンピューター内への侵入などの犯罪あるいは役職員の過誤等によっ

て、当社グループや出店者のページが書換えられたり、正常に作動しなかったり、重要なデータを消去また

は不正に入手される等可能性もあります。また、当社グループは、インターネットへの接続、データサーバ

ーの管理等のインターネットに関連する重要な業務の一部を外部委託しております。当社グループまたは外

部委託先にこれらの障害が発生した場合には、当社グループに直接的損害が生じるほか、サーバーの作動不

能や欠陥等に起因する取引の停止等については、当社グループのシステム自体への信頼性低下を招く可能性

や損害賠償請求等が生じる可能性があり、かかる場合には、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

(6) 知的財産権等について 

当社グループは、商標権、著作権、ドメインネーム等の知的財産権及び当社グループに付与されたライセ

ンスの保護を図っておりますが、当社グループの知的財産権等が第三者の侵害から保護されない場合、また

は知的財産権等の保護のために多額の費用負担が発生する場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが使用する技術・コンテンツ等について、知的

財産権等の侵害を主張され、当該主張に対する防御または紛争の解決のための費用または損失が発生する可

能性があり、また、将来当社グループによる特定のコンテンツもしくはサービスの提供または特定の技術の

利用に制限が課せられ、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(7) 訴訟等の可能性について 

当社グループが事業展開を図る上で、前述の通り出店者、購入者及び参加者その他の利用者による違法行

為やトラブルに巻き込まれたり、システム障害などによって出店者、購入者及び参加者その他の利用者や消

費者に損害を与え、このために訴訟その他の請求を提起される可能性があります。また、インターネットビ

ジネス自体の歴史が浅く、新たに発生しまたは今まで顕在化しなかったビジネスリスクによって、現在想定

されない訴訟等が提起される可能性もあります。かかる場合には、その訴訟等の内容または金額によっては、

当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

３ 当社グループのブランドについて 

当社グループは、当社設立以来、事業展開及び広告宣伝活動等を通じて『楽天』ブランドの確立を図ってお
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り、このため多額の経営資源を投入しており、消費者等に対して一定の認知が得られているものと認識してお

ります。また、今後においても当該ブランドの維持及び向上のため、マーケティング及び広告宣伝等に経営資

源を投入する計画であります。 

しかしながら、これらの施策が想定どおりの成果をあげるとの保証はなく、当社グループの収益に結び付か

ない可能性があります。また、事業展開においてトラブル等が生じた場合、当社グループのブランドの信頼性

を毀損し、結果として当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

４ 当社グループの事業体制について 

(1) 代表者への依存について 

当社グループの事業の推進者は、代表取締役会長兼社長である三木谷浩史であります。同人は、当社設立

以来の当社の 高経営責任者であり、経営方針や戦略の決定をはじめ、営業、技術、財務の各方面の事業推

進において重要な役割を果たしております。 

平成18年６月末現在、三木谷浩史及びその親族が直接的または間接的に当社の発行済株式の45.35％の株式

を所有しております。このため、当社の役員の人事も含め当社グループの 終決定における三木谷浩史の影

響力は大きいものと考えられ、その決定により当社グループの事業が左右される可能性があります。このた

め、当社グループでは過度に同人に依存しない経営体制を構築すべく平成15年３月にカンパニー制及び執行

役員制を導入するなど組織の整備を推進しておりますが、現時点で同人が離職するような事態となった場合、

当社グループの事業、経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2) 人材の確保について 

当社グループの事業においては、コンピューターシステムを構築及び維持する技術者のほか、各事業分野

において専門性を有する人材が必要であり、今後とも業容拡大に応じて継続した人材の確保が必要であると

考えております。現時点では人材獲得について重大な支障が生じる状況にはないものと認識しておりますが、

今後、各事業分野における人材獲得競争が激化し、優秀な人材の獲得が困難となる場合または現在在職する

人材の社外流出が生じた場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

５ 買収等による業容拡大について 

買収(Ｍ＆Ａ)等に係る方針及び実績等について 

当社グループが事業を展開するインターネット業界では、関連技術及びビジネスモデル等が急速に変化し

ており、かかる事業環境のなか、当社グループとしては、新規事業への進出、新規ユーザの獲得、既存事業

の拡充及び関連技術の獲得等を目的として、国内外を問わず積極的な買収(Ｍ＆Ａ)や合弁事業の展開を行っ

ており、これらを経営の重要課題として位置付けております。買収等を実施することにより、当社グループ

として新規に事業を開始する場合または既存事業を拡充する場合と比較してリードタイムの短縮を図ること

が可能であると認識しており、今後も事業戦略として買収等を検討していく方針であります。 

当社グループは、買収を行う際には、対象企業の財務内容や契約関係等について詳細なデューディリジェ

ンスを行うことによって、極力リスクを回避するように努めておりますが、案件の性質上必要十分なデュー

ディリジェンスが実施できない場合もあり、また買収後に偶発債務の発生や未認識債務が判明する可能性も

否定できません。また、新規事業の展開にあたってはその性質上、当該新規事業による当社グループの事業
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及び経営成績への影響を確実に予測することは困難であり、事業環境の変化等により計画通りに事業が展開

できず、当社グループの経営成績に悪影響を与える可能性及び投資を回収できない可能性があります。また

被買収企業の情報システムまたは内部統制システム等との融合が進まない可能性及び買収により被買収企業

の役職員や顧客が失われる可能性もあります。加えて、今後の投融資額について現在の事業規模と比較して

多額となる可能性もあることから、財政状態等当社グループ全般にわたるリスクが拡大する可能性がありま

す。さらに、海外での事業展開を行うにあたっては、当社グループの海外事業運営の経験が浅いこと、言語、

地理的要因、法制・税制、経済的・政治的不安、商慣習の違い等から、事業展開が困難となる可能性があり

ます。 

当社グループが従来行っていなかった新規事業を開始するにあたっては、その事業固有のリスク要因が加

わることとなり、本項に記載されていないリスク要因でも、買収等の実施によって当社グループのリスク要

因となる可能性があります。 

 

６ 株式会社東京放送との資本・業務提携にかかる協議及び当社グループが保有する同社株式について 

当社グループは、平成18年６月末日現在、㈱東京放送(以下、ＴＢＳ)の発行済株式総数の19.07％を保有して

おります。 

当社グループは、ＴＢＳと強力な企業連合を築くことにより、グローバル市場においても勝ち抜いていくこ

とが可能なメディア・グループのリーディングカンパニーとなることを企図し、平成17年10月13日付で、ＴＢ

Ｓに対して共同持株会社化を通じた統合の申し入れを行なっておりました。 

その後、平成17年11月30日付で、㈱みずほコーポレート銀行を立会人とし、ＴＢＳとの間で業務提携等を骨

子とした覚書に調印し、資本・業務提携に関する協議を開始することに合意し、現在も同覚書に従い、ＴＢＳ

との協議を継続しております。 

当社グループにおいては、平成18年６月末日現在、楽天メディア・インベストメント㈱において29,901,200

株(うち、16,715,700株については担保権が設定されております)、楽天ストラテジックパートナーズ㈱におい

て6,369,500株、合計では36,270,700株のＴＢＳ普通株式を保有しております。 

また、当該株式の平成18年6月末の帳簿価額は99,925百万円でありますが、今後においてＴＢＳ株式の株価が

変動した場合等は、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。 

 

 

７ 有利子負債について 

当社グループは、前述の通り、子会社においてクレジット・ペイメント事業及び証券事業を展開しており、

当該事業資金については、主として金融機関からの借入金及び社債等により調達しております。 

上記の結果、平成18年６月期末における連結有利子負債(短期及び長期借入金、社債の合計)残高は606,280百

万円であり、連結総資産額に占める有利子負債残高の比率は40.72％と有利子負債への依存度は高まっておりま

す。このため当社グループの経営成績は金利動向の影響を受けやすくなっており、また当社グループの資金調

達能力及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。 

なお、ローン契約またはコミットメントライン契約等借入に係る契約には財務制限条項や担附切替条項が規

定されている場合もあり、当社グループの経営成績、財政状態または信用力が悪化した場合には、これらの条

項に基づき既存借入金の一括返済を求められたり、新たな担保権の設定を迫られる可能性があります。今後に

おいて、当社グループの事業環境及び事業戦略の変化等に起因して、想定を上回る資金需要が生じる可能性が

あり、更なる有利子負債の増加が生じる可能性があります。また、今後の資金調達について、当社グループに
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とって好ましい条件で実行できる保証はなく、当社グループの事業展開の制約要因となる可能性があります。 

 

5.  今後の見通し 

  当社及び当社グループ各社が属するインターネットビジネス業界は事業環境の変化が激しいため、業績の予

想を合理的に行うことが困難であります。しかしながら今後とも、急速に変化する環境の中で事業機会・収益

機会を的確に捉え、事業規模の拡大・収益構造の多角化を図り、企業価値の増大を目指してまいる所存であり

ます。 
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中間連結財務諸表等 
中間連結貸借対照表 

前中間連結会計期間末 

平成17年６月30日現在 

当中間連結会計期間末 

平成18年６月30日現在 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
平成17年12月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 ％ ％ ％

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※1 72,303 97,101  82,037 

 ２ 受取手形及び売掛金  7,746 12,833  11,906 

 ３ 割賦売掛金 ※1 148,630 152,929  143,823 

 ４ 信用保証割賦売掛金 ※5 405,089 171,885  301,154 

 ５ 資産流動化受益債権  79,799 96,306  68,837 

６ 証券業における預託金  139,358 227,313  239,438 

 ７ 証券業における信用取引資産  141,018 251,022  285,357 

 ８ 証券業における短期差入保証金  9,936 7,878  38,648 

９ 営業貸付金 ※1 164,429 147,999  168,280 

 10 その他  41,642 53,735  43,898 

貸倒引当金  △29,469 △32,985  △28,785 

  流動資産合計  1,180,486 91.0 1,186,019 79.7 1,354,598 81.7

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1,2   

  有形固定資産合計  20,044 1.5 50,543 3.4 20,551 1.2

 ２ 無形固定資産    

  (1)連結調整勘定  14,154 55,417  56,868 

  (2)その他  7,824 16,714  8,740 

無形固定資産合計  21,979 1.7 72,132 4.8 65,609 4.0

 ３ 投資その他の資産    

  (1)投資有価証券 ※1,3 ― 137,978  170,232 

  (2)投資その他の資産  74,919 43,003  47,210 

     貸倒引当金  △504 △682  △493 

  投資その他の資産合計  74,414 5.7 180,299 12.1 216,949 13.1

  固定資産合計  116,437 9.0 302,975 20.3 303,110 18.3

Ⅲ 繰延資産  ― ―  ― 

資産合計  1,296,924 100.0 1,488,995 100.0 1,657,708 100.0
        

― 19 ― 



 

前中間連結会計期間末

平成17年６月30日現在

当中間連結会計期間末 

平成18年６月30日現在 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
平成17年12月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 ％ ％  ％

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  7,264 7,825  6,357 

 ２ 信用保証買掛金 ※5 405,089 171,885  301,154 

３ 短期借入金 ※1,4 326,452 338,478  490,029 

 ４ 未払法人税等  3,258 5,125  13,532 

 ５ 割賦利益繰延  10,472 9,151  9,856 

 ６ 証券業における預り金  98,483 149,628  155,279 

 ７ 証券業における信用取引負債 ※1 112,722 169,006  231,758 

 ８ 証券業における受入保証金  50,298 105,174  92,441 

 ９ 引当金  1,683 5,113  3,496 

 10 その他  43,926 68,509  58,172 

  流動負債合計  1,059,652 81.7 1,029,898 69.2 1,362,080 82.2

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  11,350 10,000  10,000 

 ２ 長期借入金  157,930 256,451  186,476 

 ３ 退職給付引当金  139 144  138 

４ 役員退職慰労引当金  123 18  158 

 ５ 繰延税金負債  ― 5,493  10,230 

 ６ その他  6,479 1,242  978 

  固定負債合計  176,023 13.6 273,350 18.4 207,982 12.5

Ⅲ 特別法上の準備金    

   証券取引責任準備金  1,601 2,797  2,312 

  特別法上の準備金合計  1,601 0.1 2,797 0.2 2,312 0.1

負債合計  1,237,277 95.4 1,306,047 87.7 1,572,374 94.9

（少数株主持分）    

 少数株主持分  6,113 0.5 ― ― 8,783 0.5

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  54,097 4.2 ― ― 54,135 3.3

Ⅱ 資本剰余金  62,901 4.9 ― ― 63,479 3.8

Ⅲ 利益剰余金  △72,451 △5.6 ― ― △58,265 △3.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  9,186 0.7 ― ― 16,974 1.0

Ⅴ 為替換算調整勘定  △119 △0.0 ― ― 238 0.0

Ⅵ 自己株式  △81 △0.0 ― ― △11 △0.0

資本合計  53,533 4.1 ― ― 76,550 4.6

負債、少数株主持分及び資本合計 1,296,924 100.0 ― ― 1,657,708 100.0
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前中間連結会計期間末

平成17年６月30日現在

当中間連結会計期間末 

平成18年６月30日現在 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
平成17年12月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 ％ ％  ％

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  ― 107,258  ― 

 ２ 資本剰余金  ― 116,603  ― 

３ 利益剰余金  ― △52,508  ― 

 ４ 自己株式  ― △11  ― 

株主資本合計  ― ― 171,341 11.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  ― △2,419  ― 

 ２ 繰延ヘッジ損益  ― 250  ― 

 ３ 為替換算調整勘定  ― 177  ― 

     評価・換算差額等合計  ― ― △1,991 △0.1 ― ―

Ⅲ 新株予約権  ― ― 0 0.0 ― ―

Ⅳ 少数株主持分  ― ― 13,598 0.9 ― ―

     純資産合計  ― ― 182,948 12.3 ― ―

 負債純資産合計  ― ― 1,488,995 100.0 ― ―
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中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 
科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

   ％ ％  ％

Ⅰ 売上高   35,820 100.0 105,318 100.0  129,775 100.0

Ⅱ 売上原価   4,146 11.6 13,036 12.4  14,222 11.0

   売上総利益   31,673 88.4 92,282 87.6  115,553 89.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  20,813 58.1 72,989 69.3  80,668 62.2

   営業利益   10,859 30.3 19,292 18.3  34,885 26.9

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息及び受取配当金  226 839  877 

 ２ 有価証券売却益  231 1,671  335 

 ３ 為替差益  86 99  224 

 ４ 持分法による投資利益  408 448  1,041 

 ５ その他  71 1,024 2.9 145 3,204 3.0 203 2,682 2.1

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  68 757  367 

  ２ 新株発行費  48 605  62 

 ３ 支払手数料  87 187  908 

 ４ 社債発行費償却  140 ―  140 

 ５ その他  62 407 1.1 78 1,627 1.5 262 1,741 1.3

   経常利益   11,476 32.0 20,869 19.8  35,826 27.6

Ⅵ 特別利益     

 １ 貸倒引当金戻入益  0 15  ― 

 ２ 固定資産売却益  0 0  5 

  ３ 持分変動利益  518 107  2,720 

 ４ 投資有価証券売却益  ― 1,297  ― 

 ５ その他  10 529 1.5 18 1,438 1.4 821 3,547 2.7

Ⅶ 特別損失     

１ 投資有価証券評価損  ― 2  0 

２ ポイント引当金繰入額  1,022 ―  1,022 

３ 固定資産売却損 ※2 0 ―  41 

４ 固定資産除却損 ※3 28 201  97 

５ 開業費償却額 ※4 910 ―  910 

６ 証券取引責任準備金繰入  387 485  1,098 

７ リース解約損  359 ―  547 

８ 特別退職金 ※5 ― 4,430  ― 

９ その他  289 2,998 8.4 1,092 6,210 5.9 613 5,097 3.9

税金等調整前中間（当期） 

純利益 
 9,007 25.1 16,097 15.3 34,276 26.4

  法人税、住民税及び事業税  3,796 10,750  16,103 

  法人税等調整額  △79 3,716 10.4 △1,632 9,118 8.7 △2,541 13,561 10.4

  少数株主利益及び損失   110 0.3 △122 △0.1 1,266 1.0

  中間（当期）純利益   5,180 14.5 7,101 6.7  19,449 15.0
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中間連結株主資本等変動計算書 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日  至 平成18年６月30日） 
(単位：百万円) 

 株主資本 

 資本金  資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日残高 54,135 63,479 △58,265 △11 59,337

中間連結会計期間中の変動額  

新株発行 53,123 53,123  106,247

剰余金の配当 △591  △591

中間純利益 7,101  7,101

連結子会社増加に伴う増加高 △619  △619

自己株式の処分  

  その他 △133  △133

株主資本以外の項目の中間連結 

会計年度中の変動額（純額） 
 

中間連結会計年度中の変動額合計 53,123 53,123 5,757  112,004

平成18年６月30日残高 107,258 116,603 △52,508 △11 171,341

 

 

      (単位：百万円) 

 評価・換算差額等 

 

 その他 

 有価証券 

評価差額金 

 

繰延ヘッジ

損益 

 為替換算 

 調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

 新株予約権 
 少数株主 

持分 
純資産合計 

平成17年12月31日残高 16,974   0   238 17,213 0 8,783 85,333

中間連結会計年度中の変動額   

新株発行   106,247

剰余金の配当   △591

中間純利益   7,101

連結子会社増加に伴う増加高   △619

自己株式の処分   0

  その他   △133

株主資本以外の項目の中間連結 

会計年度中の変動額（純額） 
△19,394   250   △60 △19,204 △0 4,814 △14,389

中間連結会計年度中の変動額合計 △19,394   250   △60 △19,204 △0 4,814 97,614

平成18年６月30日残高 △2,419   250    177 △1,991 0 13,598 182,948
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中間連結剰余金計算書 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 科目 

金額 金額 金額 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高 62,863 ―  62,863

Ⅱ 資本剰余金増加高   
 １ 新株引受権行使による新株の発行 38 ―  75 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高 62,901 ―  63,479

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △77,311 ―  △77,311

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間（当期）純利益 5,180 ―  19,449 

  ２ その他資本剰余金取崩額 ― 5,180 ― ― ― 19,449

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金 295 ―  295 

２ 役員賞与 25 320 ― ― 25 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高 △72,451 ―  △58,265
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・フロー計算書
自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日

区分 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
   税金等調整前中間（当期）純利益又は純損失（△） 9,007 16,097 34,276
   連結調整勘定償却額 18 1,443 909

   持分法による投資利益(△)又は投資損失 △408 △448 △1,041

   減価償却費 1,507 2,951 4,064

   固定資産売却損 0 0 41

   固定資産除却損 28 201 97

   開業費償却額 910 2 910
   有価証券売却益 △231 1,671 △335

   投資有価証券評価損 ― 3 0

   受取利息及び受取配当金 △226 △1,932 △877

   支払利息 68 757 367

   その他の損益調整 △215 3,185 1,583

   売上債権の増加額 △857 △926 △4,226
   割賦売掛金の増減 ― △9,105 ―

   信用保証割賦売掛金の増減 ― 129,268 ―

   流動化債権の増減額 ― △27,469 ―

   信用保証買掛金の増減額 ― △129,268 ―

   未払金及び未払費用の増加額 181 4,422 1,531

   前受金の増加額 2,535 1,770 1,119
     割賦利益繰延の増減額 ― △705 ―

   証券業における営業債権の増減額 △87,984 77,075 △361,291

   証券業における営業債務の増減額 63,915 △56,026 282,377

   証券取引責任準備金の増加額 387 485 1,098

   営業貸付金の増加額 △11,745 26,659 △15,360

   その他 △193 13,468 2,805

    小計 △23,300 53,581 △35,917
   営業保証金の支払額 △14 △136 △4,446

   営業保証金の受取額 ― 1,404 81

   法人税等の支払額 △2,308 △19,650 △3,076

  営業活動によるキャッシュ・フロー △25,623 35,198 △43,358
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  
   有価証券の取得による支出 ― △6,453 ―

   有価証券の売却償還による収入 ― 4,955 ―

   投資有価証券の取得による支出 △7,243 △14,176 △178,801

   投資有価証券の売却による収入 2,768 16,535 49,477

   金銭信託の増加による支出 ― △3,479 ―

   金銭信託の減少による収入 ― 8,752 ―
   連結子会社株式の取得による支出 ―     △51 △9,502

   連結子会社株式の取得による収入 33,028 ― 
参加 散

―

   有形固定資産の取得による支出 △1,225 △29,928 △2,927

   有形固定資産の売却による収入 10 9 120

   無形固定資産の取得による支出 △3,735 △7,557 △5,448

   出資金の増加による支出 △7 ― △13
   出資金の減少による収入 2,500 ― 2

   敷金保証金の支払による支出 △20 △1,262 △758

   敷金保証金の回収による収入 8 210 100

   繰延資産の取得による支出 △313 △2 △313

   貸付による支出 △1,451 △262 △1,451

   貸付金の回収による収入 4 668 862
   その他 △38 △5,766 ―

   利息及び配当金の受取額 200 1,090 416

  投資活動によるキャッシュ・フロー 24,484 △36,719 △144,116
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前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・フロー計算書
自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日

区分 

金額 金額 金額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
   短期借入金の純増加額 30,678 △211,456 145,751

   コマーシャル・ペーパーの増減額 ― 2,300 

   長期借入による収入 ― 127,150 77,000

   長期借入金の返済による支出 △19 △405 △19

   社債の発行による収入 9,860 0 9,860

   社債の償還による支出 ― △10,650 ―
   株式の発行による収入 27 105,648 89

   自己株式の取得による支出 △0 ― △0

   利息の支払額 △40 △617 △287

   少数株主の増資引受による収入 739 40 4,015

   配当金の支払額 △286 △563 △287

   少数株主への配当金の支払額 △44 △471 △44

  財務活動によるキャッシュ・フロー 40,915 10,974 235,426
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 118 67 507

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 39,894 9,520 48,459
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 32,390 80,849 32,390

Ⅶ  現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 72,285 90,370 80,849
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

連結子会社の数 29社 

連結子会社は、次のとおりであり

ます。 

楽天ブックス㈱ 

㈱デジパ・ネットワークス 

シグニチャージャパン㈱ 

㈱ファインワイン 

楽天エンタープライズ㈱ 

㈱メディオポート 

Rakuten USA, Inc. 

ターゲット㈱ 

楽天ティービー㈱ 

みんなの就職㈱ 

㈱サイバーブレインズ 

創光諮詢有限公司 

楽天トラベル㈱ 

マイトリップ・ネット 

ソウル㈱ 

上海旅之窗網絡有限公司 

㈱サイドビーネットワーク 

楽天証券㈱ 

楽天クレジット㈱ 

国内信販㈱ 

楽天アセットマネジメント㈱ 

楽天ストラテジック 

パートナーズ㈱ 

ティーケイビル㈱ 

ティーケイコマースビル㈱ 

ジェイ・ケイ 

ホールディングス㈱ 

国内信販サービス㈱ 

梶山倉庫㈱ 

㈱宮崎マリーナ 

㈱楽天野球団 

㈱楽天スポーツ 

プロパティーズ 

ティーケイビル㈱及びティーケイ

コマースビル㈱については、平成

17年３月31日を当社による支配獲

得日とみなして、仮決算を実施

し、連結財務諸表を作成しており

ます。したがって、当連結会計年

度の連結損益計算書及び連結キャ

ッシュ･フロー計算書には、同社の

平成17年４月１日から同年６月30

日までの３か月間の損益取引及び

資金取引が含まれております。 

 

連結子会社の数 40社 

主要な連結子会社の名称 

楽天オークション(株) 

楽天ＫＣ(株) 

楽天クレジット(株) 

楽天トラベル(株) 

楽天証券(株) 

(株)楽天野球団 

新たに連結子会社となった会社 

              9社 

主な会社の名称及び新規連結の理由 

新規設立による 

楽天インシュアランスプランニング

(株) 

楽天旅行サービス(株) 

投資事業組合の運営を目的とする会

社の取扱いの見直しによる 

シャテルドン・インベスターズ・ワ

ン(有) 

シャテルドン・インベスターズ・ツ

ー(有) 

ディレクト・ファンド・ワン(有) 

エムアイエス・インベスターズ(有) 

ＲＳファンド１(有) 

連結の範囲から除外された会社 

              2社 

主な会社の名称及び除外の理由 

合併による 

(株)デジパ・ネットワークス 

アールビル(株) 

非連結子会社の数：8社 

非連結子会社の名称 

ナック・ヘルスケア・インベスター

ズ・スリー(有) 

(有)エムアイエス・インベスター

ズ・スリー 

ブリッツクリーク・ツー特定目的会

社 

ブリッツクリーク・スリー(有) 

アントレ・インベスターズ・ワン特

定目的会社 

アントレ・インベスターズ・ワン

(有) 

アントレ・インベスターズ・ツー

(有) 

(有)ソシオ・ワン 

 

 

連結子会社の数 33社 

主要な連結子会社の名称 

楽天オークション㈱ 

楽天ＫＣ㈱ 

楽天クレジット㈱ 

楽天トラベル㈱ 

楽天証券㈱ 

㈱楽天野球団 

新たに連結子会社となった会社 

 16社 

主な会社の名称及び新規連結の理

由 

新規取得による 

楽天ＫＣ㈱ 

LinkShare Corporation 

会社分割による 

楽天オークション㈱ 

連結の範囲から除外された会社 

１社 

会社の名称及び連結除外の理由 

合併による 

ワイノット㈱ 

 

 

 楽天ＫＣ㈱は、平成17年6月30

日を当社による支配獲得日とみな

して、仮決算を実施し、連結財務

諸表を作成しております。したが

って、当連結会計年度の連結損益

計算書及び連結キャッシュ・フロ

ー計算書には、同社の平成17年７

月１日から同年12月31日までの６

か月間の損益取引及び資金取引が

含まれております。 

 LinkShare Corporationは、平

成17年9月30日を当社による支配

獲得日とみなして、仮決算を実施

し、連結財務諸表を作成しており

ます。したがって、当連結会計年

度の連結損益計算書及び連結キャ

ッシュ・フロー計算書には、同社

の平成17年10月１日から同年12月

31日までの３か月間の損益取引及

び資金取引が含まれております。
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

 ㈱サイバーブレインズ、創光諮詢

有限公司、上海旅之窗網絡有限公

司、国内信販㈱、ジェイ・ケイホ

ールディングス㈱、国内信販サー

ビス㈱、梶山倉庫㈱及び㈱宮崎マ

リーナについては、平成17年６月

30日を当社による支配獲得日とみ

なして、仮決算を実施し、連結財

務諸表を作成しております。した

がって、同社につきましては、平

成17年６月30日現在の貸借対照表

のみを連結しております。 

楽天ストラテジックパートナーズ

㈱及び㈱楽天スポーツ 

プロパティーズについては、当中

間連結会計期間に新規設立したこ

とに伴い、当中間連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。 

 前連結会計年度までは当社の連

結子会社であったワイノット㈱に

ついては、当中間連結会計期間に

おいて当社が吸収合併しておりま

す。 

 なお、楽天アセットマネジメン

ト㈱は、六本木アセットマネジメ

ント㈱が当中間連結会計期間中に

商号変更したものであります。 

連結子会社としなかった理由 

非連結子会社とした各社はいずれも

不動産関連の投資事業組合の運営を

目的としており、当該各社の経営に

対する当社グループの関与は極めて

限定的であること及び当該各社の総

資産、売上高、利益等はいずれも当

中間連結会計期間の中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼさないことか

ら、連結の範囲から除外しておりま

す。 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

２ 持分法の適用に関

する事項 
持分法適用の関連会社数 

          12社 

持分法を適用している関連会社

は、次のとおりであります。 

㈱ショウタイム 

㈱トラフィックゲート 

㈱テクマトリックス 

㈱ネクスト 

インデックスデジタル㈱ 

㈱ローソンチケット 

Ctrip.com  

    International, Ltd. 

ワールドトラベルシステム㈱ 

ドットコモディティ㈱ 

エコロジーアセットマネジメント

㈱ 

㈱四次元グループ 

㈱四次元データ 

ドットコモディティ㈱について

は、当中間連結会計期間中の増資

引受により、また、エコロジーア

セットマネジメント㈱について

は、当中間連結会計期間中に新規

設立したことに伴い、当社の持分

法適用の関連会社となったもので

あります。 

㈱四次元グループは、当中間連結

会計期間に㈱四次元データ並びに

当社の持分法適用関連会社である

インデックスデジタル㈱の株式移

転により設立された持株会社であ

ります。 

持分法適用の関連会社数  12社 

 主要な関連会社の名称 

Ctrip.com International, Ltd. 

㈱ローソンチケット 

テクマトリックス㈱ 

新たに持分法適用関連会社となった

会社            １社 

会社の名称及び新規持分法適用の理

由 

新規取得による 

楽天モーゲージ㈱ 

持分法を適用していない非連結子会

社             ８社 

会社の名称及び持分法を適用してい

ない理由 

ナック・ヘルスケア・インベスター

ズ・スリー(有)ほか７社 

持分法を適用していない非連結子会

社とした各社はいずれも不動産関連

の投資事業組合の運営を目的として

おり、当該各社の経営に対する当社

グループの関与は極めて限定的であ

ること及び連結純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性が無いことか

ら持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

持分法を適用していない関連会社 

              ２社 

会社の名称及び持分法を適用してい

ない理由 

ナック・ヘルスケア・インベスター

ズ・ツー(有) 

エムアイエス・インベスターズ・ツ

ー(有) 

持分法を適用していない関連会社と

した各社はいずれも不動産関連の投

資事業組合の運営を目的としてお

り、当該各社の経営に対する当社グ

ループの関与は極めて限定的である

こと及び連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性が無いことから

持分法の適用範囲から除外しており

ます。 

 

持分法適用の関連会社数  11社

 主要な関連会社の名称 

Ctrip.com International, Ltd. 

㈱ローソンチケット 

テクマトリックス㈱ 

新たに持分法適用関連会社となっ

た会社          ４社

会社の名称及び新規持分法適用の

理由 

新規取得による 

ドットコモディティ㈱、 

エコロジーアセット 

マネジメント㈱ 

リエゾンパートナーズ㈱ 

リンクシェアジャパン㈱ 

持分法適用関連会社から除外した

会社           １社

会社の名称及び持分法適用除外の

理由 

持分の低下による 

㈱四次元グループ 

 

持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社 

―― 

― 29 ― 



 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

  また、㈱マネーパートナーズにつ

いては議決権の100分の20以上、

100分の50以下を自己の計算におい

て所有しておりますが、営業取引

として投資育成目的で所有し、営 

業、人事、資金その他取引を通じ

て重要な影響を与えることを目的

としていないため、関連会社とし

ておりません。 

 

３ 連結子会社の中間決

算日(決算日)等に関する

事項 

㈱サイバーブレインズ、創光諮

詢有限公司、楽天証券㈱、国内

信販㈱、楽天アセットマネジメ

ント㈱、楽天ストラテジックパ

ートナーズ㈱、ティーケイビル

㈱、ティーケイコマースビル

㈱、ジェイ・ケイホールディン

グス㈱、国内信販サービス㈱、

梶山倉庫㈱及び㈱宮崎マリーナ

を除く連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と同一であ

ります。 

楽天証券㈱、国内信販㈱、楽天

アセットマネジメント㈱、楽天

ストラテジックパートナーズ

㈱、ティーケイビル㈱、ティー

ケイコマースビル㈱、ジェイ・

ケイホールディングス㈱、国内

信販サービス㈱及び梶山倉庫㈱

の中間決算日は、９月末日であ

りますが、６月末日で仮決算を

実施し、中間連結財務諸表を作

成しております。 

㈱サイバーブレインズ、創光諮

詢有限公司及び㈱宮崎マリーナ

の中間決算日は、３月末日であ

りますが、６月末日で仮決算を

実施し、中間連結財務諸表を作

成しております。 

 

以下の連結子会社を除く連結子会

社の中間決算日は、中間連結決算

日と同一であります。 

９月末日が中間決算日の会社 

楽天ＫＣ㈱、楽天証券㈱ほか7社 

８月末日が中間決算日の会社 

シャテルドン・インベスターズ・

ワン(有)、シャテルドン・インベ

スターズ・ツー(有)、ディレク

ト・ファンド・ワン(有) 

12月末日が中間決算日の会社 

ＲＳファンド１(有) 

３月末日が中間決算日の会社 

㈱宮崎マリーナ 

上記の連結子会社のうち、９月末

日、12月末日、３月末日が中間決

算日の各社及び８月末日が中間決

算日の会社のうちディレクト・フ

ァンド・ワン(有)においては、６

月末日で仮決算を実施しておりま

す。 

また、シャテルドン・インベスタ

ーズ・ワン(有)、シャテルドン・

インベスターズ・ツー(有)におい

ては、５月末日で仮決算を実施し

ております。 

 

 

以下の連結子会社を除く連結子

会社の決算日は、12月末日であ

ります。 

会社名（決算日） 

楽天ＫＣ㈱（３月末日） 

ジェイ・ケイホールディングス

㈱（３月末日） 

国内信販サービス㈱（３月末

日） 

㈱宮崎マリーナ（９月末日） 

梶山倉庫㈱（３月末日） 

楽天証券㈱（３月末日） 

楽天アセットマネジメント㈱

（３月末日） 

楽天ストラテジックパートナー

ズ㈱（３月末日） 

楽天リアルティマネジメント㈱

（３月末日） 

アールビル㈱（３月末日） 

上記の連結子会社については、

12月末日で仮決算を実施してお

ります。 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

有価証券 

① 満期保有目的の債券    

  償却原価法 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

有価証券 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左  

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

有価証券 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本注入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

 

時価のないもの 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用しており

ます。 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(附属設備を除

く)については定額法を採用して

おります。 

耐用年数および残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

定額法を採用しております。耐

用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によ

っております。 

ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における見

込利用可能期間(５年)に基づく

定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

定額法を採用しております。耐

用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によ

っております。 

ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内におけ

る見込利用可能期間(５年)に基

づく定額法を、特許権について

は7年の定額法を採用しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける見込利用可能期間(主とし

て５年)に基づく定額法を採用

しております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

 (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し回収不能見

込額を計上しております。 

②退職給付引当金 

 一部の連結子会社では、従業

員の将来の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間におけ

る退職給付債務の見込額に基づ

き当中間連結会計期間において

発生していると認められる額を

計上しております。 

数理計算上の差異はその発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により翌期から処理する

こととしています。 

③役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社では、役員退

職慰労金支給に備えるため、役

員退職慰労金に関する社内規程

に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、当中間連結会

計期間において役員退職慰労金

制度を廃止したため、当中間連

結会計期間における計上はあり

ません。 

 

 

 

④証券取引責任準備金 

 一部の連結子会社では、  

証券事故による損失に備えるた

め、証券取引法第51条の規定に

基づき「証券会社に関する内閣

府令」第35条に定めるところに

より算出した額を計上しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

②退職給付引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社では、役員退

職慰労金支給に備えるため、役

員退職慰労金に関する社内規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

（追加情報) 

従来、役員退職慰労金に関する

社内規定を有していた一部の連

結子会社は、当期において当該

規定を廃止し、今後役員退職慰

労金を支給しないことといたし

ました。 

④証券取引責任準備金 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準   

①貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

 

②退職給付引当金 

 一部の連結子会社では、従業

員の将来の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき

当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上

しております。 

 数理計算上の差異はその発生

時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により翌期から処理す

ることとしています。 

③役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社では、役員

退職慰労金支給に備えるため、

役員退職慰労金に関する社内規

定に基づく期末要支給額を計上

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

④証券取引責任準備金 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

 ⑤ポイント引当金 

顧客に付与されたポイントの使

用による費用発生に備えるた

め、当中間連結会計期末におい

て将来使用されると見込まれる

額を計上しております。 

（追加情報） 

ポイント引当金は、ポイント付

与数及びポイント利用数が増加

したことから重要性が増し、か 

つ、当中間連結会計期末におい

て将来利用されると見込まれる

額の合理的な算定が可能となっ

たことから、当中間連結会計期

間より計上することといたしま

した。 

これに伴い、従来の方法に比較

して営業利益及び経常利益はそ

れぞれ262百万円減少し、さらに

特別損失として過年度分のポイ

ント引当金繰入額を1,022百万円

計上したことにより、税金等調

整前中間純利益は1,285百万円減

少しております。 

 

 

 

 

 

⑤ポイント引当金 

     同左 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥賞与引当金 

 一部の連結子会社では、従業

員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基

づき当中間連結会計期間に見合

う分を計上しております。 

 

⑦債務保証損失引当金 

一部の連結子会社では、債務保

証に係る損失に備えるため、損

失発生見込額を計上しておりま

す。 

 

⑤ポイント引当金 

顧客に付与されたポイントの使

用による費用発生に備えるた

め、当期において将来使用され

ると見込まれる額を計上してお

ります。 

(追加情報) 

ポイント引当金は、ポイント付

与数及びポイント利用数が増加

したことから重要性が増し、か

つ当期末において将来利用され

ると見込まれる額の合理的な算

定が可能となったことから、当

連結会計年度より計上すること

といたしました。 

これに伴い、従来の方法に比較

して、営業利益及び経常利益は

それぞれ784百万円減少し、さ

らに特別損失として過年度分の

ポイント引当金繰入額を1,022

百万円計上したことにより、税

金等調整前当期純利益は1,807

百万円減少しております。 

 

⑥賞与引当金 

 一部の連結子会社では、従業

員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基

づき当連結会計年度に見合う分

を計上しております。 

 

⑦債務保証損失引当金 

一部の連結子会社では、債務保

証に係る損失に備えるため、損

失発生見込額を計上しておりま

す。 

 

 (4) 重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

 発行時に全額費用として処理し

ております。 

②社債発行費 

 発行時に全額費用として処理し

ております。 

③開業費 

 開業した年度に全額費用として

処理しております。 

 

 

 

 

(4) 重要な繰延資産の処理方法

新株発行費 

      同左 

 

 

(4) 重要な繰延資産の処理方法

①新株発行費 

 発行時に全額費用として処理

しております。 

②社債発行費 

発行時に全額費用として処理

しております。 

③開業費 

開業した年度に全額費用とし

て処理しております 
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項目 
前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

 (5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の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

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方

法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方

法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについて特例

処理を適用しております。 

  為替予約が付されている外

貨建資産等については、振当処

理を行っております。 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   金利スワップ  

為替予約 

  ヘッジ対象 

   借入金  

外貨建差入保証金 

③ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ取

引を行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約ごとに行ってお

ります。 

  外貨建差入保証金の有する

為替リスクを社内規程に従い、

保有期間を通して効果的にヘッ

ジする目的で為替予約を行って

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしている

ため有効性の判定を省略してお

ります。 

為替予約取引については、ヘッ

ジ対象取引との通貨単位、取引

金額および決済期日同一性につ

いて、社内管理資料に基づき有

効性評価を行っております。 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては繰

延ヘッジ会計を適用しておりま

す。ただし、特例処理の要件を

満たすものについては、特例処

理を採用しております。 

  また、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行っており

ます。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   金利スワップ  

為替予約 

  ヘッジ対象 

    借入金  

外貨建差入保証金 

③ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ取

引を行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約毎に行っており

ます。 

  外貨建差入保証金の有する

為替変動リスクを社内規程に従

い、保有期間を通して効果的に

ヘッジする目的で為替予約を行

っております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

  金利スワップについては、

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計を半

期毎に比較し、両者の変動等を

基礎にして、ヘッジの有効性を

評価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワッ

プ取引については、有効性の評

価を省略しております。 

為替予約取引については、ヘッ

ジ対象取引との通貨単位、取引

金額および決済期日同一性につ

いて、社内管理資料に基づき有

効性評価を行っております。 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては繰

延ヘッジ会計を適用しておりま

す。ただし、特例処理の要件を

満たすものについては、特例処

理を採用しております。 

  また、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行っており

ます。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   金利スワップ  

為替予約 

  ヘッジ対象 

    借入金  

外貨建差入保証金 

③ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ取

引を行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約毎に行っており

ます。 

  外貨建差入保証金の有する

為替変動リスクを社内規程に従

い、保有期間を通して効果的に

ヘッジする目的で為替予約を行

っております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

  金利スワップについては、

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計を半

期毎に比較し、両者の変動等を

基礎にして、ヘッジの有効性を

評価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワッ

プ取引については、有効性の評

価を省略しております。 

為替予約取引については、ヘッ

ジ対象取引との通貨単位、取引

金額および決済期日同一性につ

いて、社内管理資料に基づき有

効性評価を行っております。 

 

― 35 ― 



項目 
前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

 (7) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は主として税抜方式によっ

ております。 

②収益の計上基準 

 １．マージン売上 

商品等の取扱高（流通総額）に

比例して利用料が計算される

「マージン売上」のうちキャン

セル受付期間が設定されている

取引については、取引発生時に

キャンセル発生見込額を控除し

た取引高に対する利用料を売上

として計上しております。 

なお、キャンセル発生見込額は

キャンセル発生実績率に基づき

算出しております。 

 

キャンセル受付期間完了前 

売上高     1,039百万円 

２．顧客手数料 

  総合あっせん 

  主として7・8分法 

  個品あっせん 

  主として7・8分法 

信用保証 

  主として7・8分法 

融資 

  主として残債方式 

３．加盟店手数料 

 加盟店との立替払契約履行時

に一括して収益計上することと

しております。 

(7) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

 

 

②収益の計上基準 

 １．マージン売上 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンセル受付期間完了前 

売上高     1,729百万円

２．顧客手数料 

総合あっせん 

 主として7・8分法 

個品あっせん 

 主として7・8分法 

信用保証 

 主として保証契約時に計上 

融資 

 主として残債方式 

３．加盟店手数料 

     同左 

(7) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 ①消費税等の会計処理 

同左 

 

 

②収益の計上基準 

 １．マージン売上 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンセル受付期間完了前 

売上高     1,613百万円 

２．顧客手数料 

総合あっせん 

 主として7・8分法 

個品あっせん 

 主として7・8分法 

信用保証 

 主として保証契約時に計上 

融資 

 主として残債方式 

３．加盟店手数料 

     同左 

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から3ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からな

っております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から3ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 
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会計処理方法の変更 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

                 

 
(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6

号 平成15年10月31日）を適用しております。この結果、当

中間連結会計期間における特別損失への影響額は、420百万

円であります。 

              

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12

月9日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は169,100百万円で

あります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当期における

中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。 

― 37 ― 



 表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

(中間連結貸借対照表) 

  事業の拡大に伴い、前中間連結会計期間において

別掲しておりました科目のうち、金額的に重要性の乏

しくなった科目について以下のとおり集約表示してお

ります。 

  （流動資産） 

   有価証券       0百万円 

   その他       41,642百万円 

      その他計      41,642百万円 

 

  （固定資産） 

   工具器具備品   4,314百万円 

   その他     15,729百万円 

      有形固定資産   20,044百万円 

 

   投資有価証券  35,468百万円 

   その他     39,450百万円 

   投資その他の資産74,919百万円 

 

  （流動負債） 

   未払金及び未払費用 

           17,420百万円 

   前受金      4,376百万円 

   その他     22,129百万円 

   その他計    43,926百万円 

 

  （固定負債） 

   繰延税金負債  5,683百万円 

   その他      796百万円 

   その他計    6,479百万円 

 

 

（中間連結損益計算書） 

①前中間連結会計期間で表示していた「受取利息」

は、当中間会計期間においては、「受取利息及び受取

配当金」に含めて表示しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「受取配当金」の金額

はありません。 

 

②「リース解約損」は、前中間連結会計期間では特別

損失の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間連結会計期間において区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「リース解約損」

は、136百万円であります。 

(中間連結貸借対照表) 

 「投資有価証券」は、前中間連結会計期間では

「投資その他の資産」に含めて表示しておりまし

たが、当中間連結会計期間において100分の5を超

えたため、区分掲記しております。なお、前中間

連結会計期間の「投資有価証券」の金額は35,468

百万円であります。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

（連結調整勘定の償却） 

連結調整勘定の償却については、その効

果が発現すると見積もられる期間で償却

することとしております。ただし、金額

が少額の場合は、発生時に全額償却して

おります。 

 なお、当中間連結会計期間における国

内信販㈱・㈱サイバーブレインズ等の買

収案件については、それぞれ当社グルー

プ事業との関連性が高く、長期的な視野

に立った企業価値評価に基づき買収を実

施しております。 

したがって、当中間連結会計期間におけ

る買収に伴って発生した連結調整勘定の

償却については、合理的な見積もりに基

づき連結財務諸表原則に定める 長期間

である20年で償却し、販売費および一般

管理費として計上することとしておりま

す。 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に

開始する連結会計年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、当中間連

結会計期間から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16年２

月13日 企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号）に従い、法人事業税の付加価

値割および資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が199

百万円増加し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益が、同額減少し

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。 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に

開始する連結会計年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、当連結会

計期間より「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月13

日 企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い、法人事業税の付加価値割

および資本割については、販売費及び一

般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が367

百万円増加し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が、同額減少し

ております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

※1．担保に供されている資産 

(1)担保に供されている資産 

 

割賦売掛金及び営業貸付金 

           299,431百万円 

 リース契約債権    2,165百万円 

 投資有価証券      617百万円 

 長期滞留債権等     468百万円 

 

 

 

 

 

上記のほか、短期借入金の担保として

自己融資見返り株券20,380百万円を担

保として差入れております。また、信

用取引借入金の担保として信用取引受

入保証金代用有価証券37,448百万円を

差入れております。 

 

(2)担保資産の対象となる債務 

 短期借入金     164,691百万円 

 信用取引借入金    96,572百万円 

 長期借入金     246,598百万円 

  合計       507,862百万円 

 

(3)差入れている有価証券の時価額 

信用取引貸証券     16,798百万円 

信用取引借入金の本担保証券 

            97,964百万円 

消費貸借により貸し付けた有価証券 

             1,417百万円 

 

(4)差入を受けている有価証券の時価額 

 信用取引貸付金の本担保証券 

            133,320百万円 

 信用取引借証券    3,333百万円 

 受入保証金代用有価証券 

           131,478百万円 

 

※1．担保に供されている資産 

(1)担保に供されている資産 

 

預金          764百万円 

割賦売掛金及び営業貸付金 

           221,651百万円 

リース契約債権    1,221百万円 

 長期滞留債権等     700百万円 

 投資有価証券     48,465百万円 

 土地         23,263百万円 

 建物         3,437百万円 

 その他の有形固定資産   29百万円 

 

上記のほか、短期借入金の担保として自

己融資見返り株券36,418百万円を担保と

して差入れております。また、信用取引

借入金の担保として信用取引受入保証金

代用有価証券84,101百万円を差入れてお

ります。 

 

(2)担保資産の対象となる債務 

 短期借入金     156,981百万円 

 信用取引借入金   341,976百万円 

   合計      239,988百万円 

 

 

(3)差入れている有価証券の時価額 

信用取引貸証券    14,393百万円 

信用取引借入金の本担保証券 

           156,755百万円 

消費貸借により貸し付けた有価証券 

           17,350百万円 

 

(4)差入を受けている有価証券の時価額 

 信用取引貸付金の本担保証券 

           223,246百万円 

 信用取引借証券    1,116百万円 

 受入保証金代用有価証券 

           210,668百万円 

 

※1．担保に供されている資産 

(1)担保に供されている資産 

 

預金          126百万円 

割賦売掛金及び営業貸付金 

           254,735百万円 

リース契約債権    1,675百万円 

 長期滞留債権等     477百万円 

 投資有価証券     55,624百万円 

 

 

 

 

上記のほか、短期借入金の担保として

自己融資見返り株券54,378百万円を担

保として差入れております。また、信

用取引借入金の担保として信用取引受

入保証金代用有価証券70,384百万円を

差入れております。 

 

(2)担保資産の対象となる債務 

短期借入金       286,742百万円 

信用取引借入金    210,039百万円 

長期借入金      140,967百万円 

   合計      637,749百万円 

 

(3)差入れている有価証券の時価額 

信用取引貸証券    24,339百万円 

信用取引借入金の本担保証券 

           209,522百万円 

消費貸借により貸し付けた有価証券 

            7,509百万円 

 

(4)差入を受けている有価証券の時価額 

信用取引貸付金の本担保証券 

            293,385百万円 

 信用取引借証券    2,365百万円 

 受入保証金代用有価証券 

           221,715百万円 

 

※2．有形固定資産の減価償却累計額 

27,909百万円 

※2．有形固定資産の減価償却累計額 

27,129百万円 

※2．有形固定資産の減価償却累計額 

27,219百万円 
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前中間連結会計期間末 

平成17年６月30日現在 

当中間連結会計期間末 

平成18年６月30日現在 

前連結会計年度末 

平成17年12月31日現在 

                 

 

※3.貸株に供した投資有価証券 

 固定資産の「投資その他資産」に計上

した「投資有価証券」のうち、49百万円

を貸株に供しております。 

 

※4.借入コミットメントライン契約 

 当社は、株式会社三井住友銀行、株式

会社みずほコーポレート銀行、住友信託

銀行株式会社及び株式会社三菱東京UFJ

会社と借入コミットメントライン契約を

締結しており、未実行残高は次の通りで

す。 

  借入コミットメントラインの総額 

           162,600百万円 

  借入実行残高   75,000百万円 

  未実行残高    87,600百万円 

 

※5．信用保証割賦売掛金及び信用保証

買掛金 

 一部の連結子会社では、信用保証業

務に係る提携先との契約の一部につい

て、保証限度額を設定しており、当該

保証限度額を信用保証割賦売掛金及び

信用保証買掛金として計上しておりま

す。平成18年6月末時点における保証限

度額を設定した提携ローン残高は

213,758百万円、当該保証限度額は

44,320百万円となっております。 

 なお、提携先との契約に基づいて、

会社は提携ローン債権の返済金の計

算、請求及び回収事務等に係る事務委

任契約を受けていますが、契約不履行

などの一定の事由により当該事務委任

が解除された場合には、同契約によ

り、会社の保証限度額は提携ローン残

高と同額になります。 

 また、当該連結子会社が返済金の計

算、請求及び回収事務等を行わない信

用保証残高48,284百万円については、

当中間連結会計期間末より信用保証割

賦売掛金及び信用保証買掛金より除い

ております。 

 

※3.貸株に供した投資有価証券 

 固定資産の「投資その他資産」に計上

した「投資有価証券」のうち、46百万円

を貸株に供しております。 

 

※4.借入コミットメントライン契約 

 当社は、株式会社三井住友銀行、株式

会社みずほコーポレート銀行、住友信託

銀行株式会社及び株式会社三菱東京UFJ

会社と借入コミットメントライン契約を

締結しており、未実行残高は次の通りで

す。 

  借入コミットメントラインの総額 

           80,000百万円 

  借入実行残高   80,000百万円 

  未実行残高      －百万円 

 

※5．信用保証割賦売掛金及び信用保証

買掛金 

 一部の連結子会社では、当連結会計

年度において、信用保証業務に係る提

携先との契約の一部について、保証限

度額を設定したため、当該保証限度額

を信用保証割賦売掛金及び信用保証買

掛金として計上しております。平成17

年12月末時点における保証限度額を設

定した提携ローン残高は126,161百万

円、当該保証限度額は25,232百万円と

なっております。 

 なお、提携先との契約に基づいて、

会社は提携ローン債権の返済金の計

算、請求及び回収事務等に係る事務委

任契約を受けていますが、契約不履行

などの一定の事由により当該事務委任

が解除された場合には、同契約によ

り、会社の保証限度額は提携ローン残

高と同額になります。 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 
至 平成17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。 

 (1) 広告宣伝費及び販売促進費 

2,682百万円 

(2) 人件費        4,112百万円 

(3) 減価償却費      1,507百万円 

(4) 通信費及び保守費   1,852百万円 

(5) 委託費及び外注費   3,622百万円 

※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。 

(1) 広告宣伝費及び販売促進費 

7,414百万円

(2) 人件費        13,526百万円

(3) 減価償却費       2,756百万円

(4) 通信費及び保守費    4,376百万円

(5) 委託費及び外注費    9,076百万円

(6) 貸倒費用      17,413百万円

※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。 

(1)広告宣伝費及び販売促進費 

7,944百万円 

(2) 人件費       16,154百万円 

(3) 減価償却費     3,723百万円 

(4) 通信費及び保守費  5,569百万円 

(5) 委託費及び外注費  9,935百万円 

(6) 貸倒費用      16,159百万円 

※2．固定資産売却損の内訳は次のとおり

であります。 

   工具器具備品      0百万円 

    

※2              ※2．固定資産売却損の内訳は次のとおり  

  であります。 

有形固定資産      41百万円

   

※3．固定資産除却損の内訳は次のとおり

であります。 

      建物         7百万円 

      工具器具備品      19百万円 

      ソフトウェア     1百万円 

                  

計        28百万円 

※3．固定資産除却損の内訳は次のとおり

  であります。 

      有形固定資産     140百万円 

   無形固定資産     60百万円 

                  

計        201百万円 

 

※3．固定資産除却損の内訳は次のとおり 

  であります。 

       有形固定資産    97百万円 

       無形固定資産     0百万円 

                      

      計        97百万円 

 

※4. 日本野球機構加入のため、臨時に支

出した費用であります。 

※4             ※4. 日本野球機構加入のため、臨時に支出

した費用であります。  

 ※5.楽天ＫＣ㈱にて実施した早期退職者

募集によるものであります。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日  至 平成18年６月30日） 

 

発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 11,837,893 1,169,095 － 13,006,988 

(変動事由の概要) 

普通株式の発行済株式数の増加1,169,095株は、公募による新株の発行による増加1,150,000株、新株予約権の権利行使による新

株の発行による増加19,095株であります。 

 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 1,060 － － 1,060 

 

 

新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

区 分 内 訳 
 

目的となる

株式の種類 

前連結会計

年度末 
増加 減少 

当 中 間 連

結 会 計 期

間末 

当中間連結 

会計期間末 

残高（千円） 

第2回無担保 

新株引受権付社債 
普通株式 100 － － 100 25 

楽天株式会社 

第3回無担保 

新株引受権付社債 
普通株式 1,000 － 1,000 － － 

 

 

4.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株 式 の 種

類 

配当金の総額 

（百万円） 

1株あたりの 

配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年3月31日 

定時株主総会 
普通株式 591 50 平成17年12月31日 

              

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間後となるもの 

  該当事項はありません。 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

1．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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17年６月30日現在） 

1．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関0係 

（平成18年６月30日現在） 

1．現金及び現金同等物の期末残高と連

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17年12月31日現在） 

 現金及び預金勘定 72,303百万円  現金及び預金勘定 97,101百万円 現金及び預金勘定 82,037百万円 

 拘束性預金 △18百万円  分離保管預金 △4,700百万円 拘束性預金 △1,188百万円 

 有価証券勘定 0百万円  拘束性預金 △2,031百万円 有価証券勘定   0百万円 

 計 72,285百万円  有価証券勘定 0百万円 計 80,849百万円 

    計 90,370百万円   
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

1．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引（借主側） 

1．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引（借主側） 

1．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

（1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相 当 額 

(百万円) 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(百万円) 

中間期末 

残 高 

相 当 額 

(百万円) 

建物 3 2 0 

工具器

具備品 
8,080 4,273 3,807 

ソフト

ウェア 
4,217 2,174 2,042 

合計 12,300 6,449 5,850 
 

 

取 得 価 額

相 当 額

(百万円)

減価償却

累 計 額

相 当 額

(百万円)

中 間 期 末

残 高

相当額(百

万 円 )

建物 8 1 7

工具器具

備品 
10,759 3,828 6,931

ソフトウ

ェア 
5,378 1,911 3,467

合計 16,146 5,740 10,406
 

 

取 得 価 額

相 当 額 

(百万円 ) 

減価償却

累 計 額

相 当 額

(百万円)

期 末

残 高

相 当 額

(百万円)

建物 11 3 8

工具器具

備品 
9,029 4,299 4,729

ソフトウ

ェア 
4,149 1,805 2,344

合計 13,191 6,108 7,082
 

（2） 未経過リース料中間期末残高相当額 （2） 未経過リース料中間期末残高相当額 （2） 未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内 1,914百万円 

１ 年 超 3,781百万円 

合   計 5,695百万円 

１ 年 内 2,843百万円 

１ 年 超 7,752百万円 

合   計 10,595百万円 

上記以外に転リース物件に係る借手側未

経過リース料の中間期末残高相当額は、

30,700百万円（うち一年以内11,686百万円）

であります 

１ 年 内 2,134百万円 

１ 年 超 5,128百万円 

合   計 7,262百万円 

（3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料    1,640百万円 

減価償却費相当額 1,618百万円 

支払利息相当額    154百万円 

支払リース料    1,268百万円 

減価償却費相当額 1,169百万円 

支払利息相当額    132百万円 

支払リース料   2,276百万円 

減価償却費相当額 2,061百万円 

支払利息相当額    184百万円 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

（5）利息相当額の算定方法 

同 左 

（5）利息相当額の算定方法 

同 左 
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前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

 2．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（貸主側） 

2．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引（貸主側） 

2．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引（貸主側） 

（1）リース物件の取得価額、減価償却累

計額及び中間期末残高 

（1）リース物件の取得価額、減価償却累

計額及び中間期末残高 

（1）リース物件の取得価額、減価償却

累計額及び期末残高 

 
取 得 価 額

(百万円) 

減価償却 

累 計 額

(百万円) 

中間期末 

残 高 

(百万円) 

建物・建物

附属設備 
43 41 1 

工具器具 

備品 
20,129 18,290 1,838 

車両 

運搬具 
106 89 16 

ソフト 

ウェア 
40 35 5 

合計 20,320 18,457 1,862 
 

 
取 得 価 額

(百万円)

減価償却

累 計 額

(百万円)

中間期末

残 高

(百万円)

建物・建物

附属設備 
34 33 1

工具器具 

備品 
15,445 14,151 1,293

車両 

運搬具 
88 77 10

ソフト 

ウェア 
27 24 3

合計 15,595 14,286 1,309

 
 

 
取 得 価 額

(百万円) 

減価償却

累 計 額

(百万円)

期末残高
(百万円)

建物・建物

附属設備 
34 32 1

工具器具 

備品 
17,223 15,688 1,535

車両 

運搬具 
101 88 13

ソフト 

ウェア 
34 29 4

合計 17,394 15,838 1,555
 

（2） 未経過リース料中間期末残高 （2） 未経過リース料中間期末残高 （2）未経過リース料期末残高 

１ 年 内 1,261百万円 

１ 年 超   682百万円 

合   計 1,944百万円 

１ 年 内  484百万円 

１ 年 超   897百万円 

合   計 1,381百万円 

上記以外に転リース物件に係る貸手側未経

過リース料の中間期末残高相当額は、31,293

百万円（うち一年以内11,759百万円）でありま

す 

１ 年 内  550百万円 

１ 年 超 1,065百万円 

合   計 1,616百万円 

（3）受取リース料、減価償却費及び受取

利息相当額 

                  

（3）受取リース料、減価償却費及び受取

利息相当額 

受取リース料  163百万円 

減価償却費   135百万円 

受取利息相当額  21百万円 

（3）受取リース料、減価償却費及び受取利

息相当額 

受取リース料  439百万円 

減価償却費   340百万円 

受取利息相当額  52百万円 

（4）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

（4）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。 

（4）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。
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（有価証券関係） 

 

前中間連結会計期間（平成17年６月30日現在） 

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの   

     該当事項はありません。 

 

2. その他有価証券で時価のあるもの   （単位：百万円） 

種  類 取 得 原 価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差  額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

株   式 3,530 17,605 14,075

小   計 3,530 17,605 14,075

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の  

株   式 

そ の 他 

907

100

860 

99 

△47

△0

小   計 1,007 959 △48

合   計 4,538 18,565 14,027

 

3. 時価評価されていない有価証券の主な内容 （単位：百万円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株を除く) 2,363

 その他 5,162

 

 

 

当中間連結会計期間（平成18年６月30日現在） 

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの   

     該当事項はありません。 

 

2. その他有価証券で時価のあるもの   （単位：百万円） 

種  類 取 得 原 価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差  額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

株   式 

債   券 

3,355

2,976

18,789 

2,976 

15,433

0

小   計 6,332 21,766 15,433

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の  

株   式 

そ の 他 

116,539

100

102,336 

 98 

△14,202

△1

小   計 116,639 102,435 △14,203

合   計 122,972 124,201 1,229
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3. 時価評価されていない有価証券の主な内容 （単位：百万円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式 
3,950

  優先出資証券 2,000

  優先株 2,000

  その他 308

 

 

 

前連結会計年度（平成17年12月31日現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

      該当事項はありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの                                (単位：百万円) 

種類 取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

株式 117,039 144,730 27,690

小計 117,039 144,730 27,690

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

株式 95 89 △6

債券 ― ― ―

その他 100 99 △0

小計 195 188 △7

合計 117,235 144,918 27,682

 

３ 時価評価されていない有価証券の主な内容        （単位：百万円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

 非上場株式(店頭売買株を除く) 2,907

 その他 19,672
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（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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(セグメント情報) 

1.  事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日  至 平成17年６月30日）                          （単位：百万円） 

 ＥＣ事業 

クレジット・

ペイメント 

事業 

ポータル・

メディア 

事業 

トラベル

事業 

証券 

事業 

プロ 

スポーツ 

事業 

計 

消去 

又は 

全社 

連結 

売上高         

外部顧客に対する売上高 14,621 1,837 3,122 3,066 9,781 3,390 35,820 ― 35,820

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
85 ― 740 22 ― 204 1,052 (1,052) ―

計 14,707 1,837 3,862 3,088 9,781 3,594 36,872 (1,052) 35,820

営業費用 9,857 2,127 2,952 1,884 5,751 3,424 25,999 (1,038) 24,960

営業利益 4,849 (290) 910 1,203 4,030 170 10,873 (13) 10,859

 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日  至 平成18年６月30日）                          （単位：百万円） 

 ＥＣ事業 

クレジット・

ペイメント 

事業 

ポータル・

メディア 

事業 

トラベル

事業 

証券 

事業 

プロ 

スポーツ 

事業 

計 

消去 

又は 

全社 

連結 

売上高         

外部顧客に対する売上高 25,689 43,389 4,532 4,698 23,813 3,195 105,318 ― 105,318

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
806 15 1,907 95 ― 301 3,126 (3,126) ―

計 26,496 43,404 6,439 4,793 23,813 3,496 108,445 (3,126) 105,318

営業費用 18,536 43,707 6,157 2,789 12,944 4,291 88,427 (2,401) 86,026

営業利益 7,960 (302) 282 2,004 10,868 (795) 20,017 (725) 19,292

 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日  至 平成17年12月31日）                             （単位：百万円） 

 ＥＣ事業 

クレジット・

ペイメント 

事業 

ポータル・ 

メディア 

事業 

トラベル

事業 

証券 

事業 

プロ 

スポーツ 

事業 

計 

消去 

又は 

全社 

連結 

売上高         

外部顧客に対する売上高 34,648 47,129 7,540 7,270 26,318 6,867 129,775 ― 129,775

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
411 10 1,898 96 183 518 3,118 (3,118) ―

計 35,060 47,139 9,438 7,367 26,502 7,385 132,894 (3,118) 129,775

営業費用 23,386 40,807 7,509 4,384 13,703 7,229 97,021 (2,131) 94,890

営業利益 11,673 6,332 1,929 2,982 12,798 156 35,872 (987) 34,885

（注） 

1. 各セグメントに属する主要なサービスの内容等については、「企業集団の状況」に記載しております。 

2. セグメントについては、従来、【ＥＣ事業】、【ポータル・メディア事業】、【トラベル・エンターテイメント事業】及び

【金融事業】に区分しておりましたが、プロスポーツ事業への進出をはじめとする急速な事業領域の拡大に対応して、事業相互

の一層の連携強化を図るために、平成17年１月より、【ＥＣ事業】、【ポータル・メディア事業】、【トラベル事業】、【金融

事業】及び【プロスポーツ事業】へと区分の見直しを行っております。また平成17年７月より、国内信販(株)（現：楽天ＫＣ
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(株)）の連結開始によって【金融事業】の事業規模が拡大したことに伴い、個々の事業の特性をセグメント区分に反映させ、セ

グメント単位の損益の明瞭性を高めるために、【金融事業】を【クレジット・ペイメント事業】と【証券事業】に分割し、【Ｅ

Ｃ事業】、【クレジット・ペイメント事業】、【ポータル・メディア事業】、【トラベル事業】、【証券事業】及び【プロスポ

ーツ事業】へと区分の見直しを行っております。なお、前年同期の数値についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載し

ております。 
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3.  所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦の売上高の全セグメントの売上高の合計に占める

割合はいずれも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。 

 

4.  海外売上高 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高はいずれも連結売上高の10％未満であるた

め、海外売上高の記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

１株当たり 

純資産額 
4,527円59銭 

 

１株当たり 

純資産額 
14,066円56銭

 

１株当たり 

純資産額 
6,464円58銭 

 

１株当たり 

中間純利益     
438円42銭 

 

１株当たり 

中間純利益 
569円05銭

 

１株当たり 

純損失 
1,642円50銭 

 
潜在株式調整後 

１株当たり中間純

利益 

434円20銭 

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純

利益 

564円67銭

 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純

利益金額 

1,626円19銭 

 
   

（注）1. １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、下記のとおり

であります。                                       （単位：百万円、千株） 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年１月１日

至 平成17年６月30日

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年１月１日

至 平成17年12月31日

中間（当期）純利益 5,180 7,101 19,449

普通株主に帰属しない金額 

(うち利益処分による役員賞与金) 

―

(―)

― 

(―) 

30

 (30)

普通株式に係る中間（当期）純利益 5,180 7,101 19,419

普通株式の期中平均株式数 11,816 12,479 11,823

中間（当期）純利益調整額 ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主な内訳 

 新株予約権 

115

 
 

96 
 

118

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式 

                               

2．前中間連結会計期間の期中平均株式数及び１株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しておりま

す。 
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（生産、受注及び販売の状況） 

1.  生産実績 

当社グループは、インターネット上での各種サービスの提供を主たる事業としており、生産に該当する事項がないため、生産実

績に関する記載はしておりません。 

 

2.  受注実績 

当社グループは、受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。 

 

3.  販売実績 

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの販売実績は、次のとおりであります。 

(単位：百万円) 

 
事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 前 年 同 期 比 

ＥＣ事業 25,689 175.7％

クレジット・ペイメント事業 43,389 2,361.3％

ポータル・メディア事業 4,532 145.2％

トラベル事業 4,698 153.2％

証券事業 23,813 243.4％

プ ロ ス ポ ー ツ 事 業 3,195 94.2％

合    計 105,318 294.0％

（注）1.  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

2.  当社単体ベースの品目別販売実績の推移は次のとおりであります。 

品目別販売実績（当社単体ベース） 

（単位：百万円） 

前中間会計期間 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

前事業年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 
品  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

出店料売上 3,443 23.7％ 4,479 19.4％ 7,521 22.4％

マージン売上 3,643 25.1％ 6,348 27.5％ 8,271 24.6％

広告売上 4,254 29.3％ 6,394 27.7％ 9,919 29.5％

ポータル売上 2,266 15.6％ 3,458 15.0％ 5,588 16.6％

その他売上 927 6.4％ 2,380 10.3％ 2,333 6.9％

合  計 14,536 100.0％ 23,061 100.0％ 33,636 100.0％

（注）1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

2. 各品目に含まれる主な売上の内容 

出店料売上 『楽天市場』出店料（固定部分）、『楽天ビジネス』出展料（同） 

マージン売上 

「楽天スタンダード・楽天ライト」システム利用料（従量部分）、 

共同購入サービス利用料、モバイルコマースサービスシステム利用料、 

フリーマーケットオークション利用料、『楽天トラベル』利用料、 

『楽天GORA』利用料 

広告売上 バナー広告、メール広告 

ポータル売上 バナー広告、メール広告、有料サービス課金収入 

その他売上 楽天大学受講料、決済物流関連の手数料収入 
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