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2020年４月 30日 

各 位 

その他の関係会社の決算に関するお知らせ 

本日、当社のその他の関係会社である Zホールディングス株式会社（本店所在地：東京都千代田区紀尾

井町１－３、代表者の名前：代表取締役社長 川邊 健太郎）より、2019 年度第４四半期 決算説明会 プ

レゼンテーション資料が発表されましたが、その資料に当社グループに関する記載がありましたので、該

当ページに関し別添のとおりお知らせいたします。 

別添 Zホールディングス株式会社 2019年度第４四半期 決算説明会 プレゼンテーション資料（抜粋） 

以 上 

（注）ヤフー株式会社は 2019年 10月 1日付で Zホールディングス株式会社に商号変更し、持株会社になり 

ました。2019年５月 20日時点において、同社は当社発行済株式総数の 41.67％を所有しております。 

会 社 名 ア ス ク ル 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 C E O  吉岡  晃 

(コード番号 :2 6 78  東証一部） 

問 合 せ 先 

役職･氏名 執行役員  ＣＦＯ  玉井  継尋 

TEL 03-4330-5130 



EC物販 その他

メディア
売上収益構成比

（FY2019）

メディア

EC物販
その他

等

見通しづらい状況下でも安定的に収益を生み出せるビジネスモデル
多種多様なサービスがZホールディングスグループの強み

等 等
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新型コロナウイルス
感染症まとめ

いま求められる情報やサービスを適切かつ迅速に提供
知りたい情報をいち早く提供 利用者の日常生活を支援 他、様々な取り組みを実施

混雑レーダー

駅混雑予測

おうち学校

政府の要請で医療機関
等に消毒液を優先出荷

おうちコーデアイテム特集

政府の感染症対策への
統計データ協力

在宅生活に役立つ
「Stay Homeポータル」

活動支援を目的とした
オークション

新型コロナウイルスに対する現状の取り組み
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1：ポートフォリオ経営の推進

グループ企業を通じて、100以上のサービスを提供
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補足資料



コマース
事業

コマース事業
（eコマース、金融など）

Zホールディングス直下の
連結子会社 Zフィナンシャル直下のグループ会社

メディア
事業

メディア事業
（メディア、広告など）

Zホールディングス直下の
連結子会社

Zホールディングス体制

YからZへ、より大きな未来を創造できる体制
代表取締役社長
川邊 健太郎

代表取締役社長
川邊 健太郎

・・・

代表取締役社長
谷田 智昭
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Zホールディングスのサービスマップ

金融／決済／Fintech

デジコンコマースメディア

検索ローカル情報

ブロックチェーン

天気・災害トップ ニュース ファイナンス

スポーツナビ
（スポーツ総合サイト）知恵袋 GYAO! 

（動画配信）

kurashiru （料理・レシピ動画サービス）Retty（グルメサービス）

検索 リアルタイム検索路線情報

カーナビ

カード PayPay
（スマホ決済）

占い ゲーム
ebookjapan
（電子書籍）

地図 ウォレット

O2O

ダイニング不動産 トラベル

一休.com レストラン一休.com

YJFX!（FX・外国為替）音声アシスト

PIM

メール カレンダー

CSR

きっず ネット募金

データ／AI

スコア リング

法人向け

SS YDN

リサーチ クラウドソーシング

プレミアム

TAOTAO
（仮想通貨取引）

ジャパンネット銀行（インターネット銀行）

LOHACO
（個人向け通販）

ヤフオク!ショッピング

ASKUL
（事業者向け通販）

PayPayフリマPayPayモール

ZOZO
（ファッション通販）

しごと検索

ビューティー

*1 年間ログインユーザーID数です。
*2 Yahoo! JAPANの広告クライアント、「Yahoo!ショッピング」出店ストア、「PayPay」加盟店舗、アスクル月間アクティブ法人数等、主要サービスのビジネスクライアント数の合算です。

利用者数：約8,000万人*1

ビジネスクライアント数：約300万社*2顧客基盤
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各セグメントの主な商品

コマース
事業

広告 ディスプレイ広告（「プレミアム広告」）、「ZOZO」

ビジネス（法人向け） 「ASKUL」、「ZOZO」、アフィリエイト関連、予約関連、「ヤフオク!」法人向けシステム利用料、
決済関連、銀行業関連、クレジットカード関連等、不動産関連

パーソナル（個人向け）
「LOHACO」、「ZOZO」、「Yahoo!プレミアム」、「ヤフオク!」個人向けシステム利用料、
クレジットカード関連、ペット用品関連、通信キャリア関連、銀行業関連、電子書籍関連、
FX関連等、決済関連

その他 銀行業関連

メディア
事業

広告 検索連動型広告「スポンサードサーチ」、
ディスプレイ広告（「Yahoo!ディスプレイアドネットワーク（YDN）」 、「プレミアム広告」）

ビジネス（法人向け） メディア関連、CRM関連等

パーソナル（個人向け） 動画関連等

その他

広告

ビジネス（法人向け） 公金決済関連等

パーソナル（個人向け） 「Yahoo!メール」、「Yahoo!アドレスブック」、公金決済関連等

注：ビジネス、パーソナルの区分けは契約者が法人の場合はビジネス、個人の場合にはパーソナルに分類されます。商品項目によっては、ビジネスとパーソナルに分かれて実績が計上されます。 56



「Yahoo!ショッピング」、
「PayPayモール」、「ZOZOTOWN」
「LOHACO」、チャーム

eコマース取扱高

物販取扱高

サービス・デジタル取扱高

ショッピング事業

アスクルBtoB事業

リユース事業

その他（物販） 「Yahoo!チケット」、「おうちダイレクト」

eコマース取扱高の定義

O2O

その他（サービス・デジタル）

一休、 「Yahoo!トラベル」、
「Yahoo!ダイニング」

有料デジタルコンテンツ

「ヤフオク!」、「PayPayフリマ」、
「ZOZOUSED」
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