
2019年第 1四半期決算説明会 QAサマリー 

 

1. クレディ・スイス証券 米島慶一アナリスト 

Q. モバイル事業について、第一四半期における設備投資額を教えてほしい。 

また、10 月に楽天の自社ネットワークによる MNO サービス開始を予定している東京、名

古屋、大阪エリアにおける基地局の建設状況について進捗を教えてほしい。 

A. (山田) 

設備投資額の具体的な金額についてお答えは控えるが、モバイルの設備投資については 10

月の MNO サービスローンチに向け３月末以降本格化していく。 

基地局設置場所の確保については EC 事業の人員を配置するなど、楽天のもつ営業力や、

グループ全体の力を活用し、地道ではあるが 10 月のローンチに向けて着々と進めてい

る。 

 

Q. 国内 EC 事業は今四半期 GMS YoY +13％超、マーケットプレイスビジネスについても

利益が増加しており、回復基調にあるように思うが、これらをけん引している要因を教え

てほしい。 

A. (武田) 

ご指摘の通り、国内 EC についてはトップラインの伸びが強く、マーケットプレイスビジ

ネスについては、ボトムラインにおいても増益と非常に良い基調に変わってきている。要

因については、様々な施策の総合的な結果であり一概に言えるものではないが、例えば、

ネット・プロモーター・スコア（NPS）の向上や、お買い物マラソンやスーパーセールな

どのキャンペーンにおけるリピート率の増加、会員ランクのグレードの上昇など様々なと

ころで良い兆候が見られる。 

また、物流については、自社物流網の強化、拡大に力を入れた結果、楽天スーパーロジス

ティクス（RSL）へ入店を希望する店舗が飛躍的に増加している。Rakuten EXPRESS の

人口カバー率拡大も順調に進んでおり、今後はサードパーティー・ロジスティクス、並び

に関係各社と協力し、スピードアップして拡大を進めていくことで、EC 事業の更なる成

長を目指していきたい。 

 

 

 



2. みずほ証券 岩佐慎介アナリスト 

Q. ペイメント事業について、どのような取り組みによって赤字がでているのか、また、

今後のペイメント事業の損益の見通しについて教えてほしい。 

A. (中村) 

今回初めてペイメント事業として数値を開示している。（売上収益約 64 億円、営業損失約

12 億円）。 

まず、他社がペイメント事業においてさまざまなキャンペーンを行う中、楽天は加盟店手

数料をいただく代わりにマーケティングサポートを行うモデルで、ユーザー、加盟店、事

業者の三者それぞれにとって有益であり、サステイナブルなビジネスを行ってきた。売上

収益約 64 億円については、その成果が表れたと考えている。 

一方で、キャッシュレス決済比率を 20％から 40％まで引き上げていくという官民挙げて

の取り組みの中で、楽天ペイ事業も戦略的な投資を行う拡大期にある。ただし、12 億円の

営業損失については、（半分弱が現在準備を進める仮想通貨事業の設備投資及び再編に係

る一時的な計上区分の変更によるもので）、楽天ペイに関わる部分は半分強であるが、そ

のうちでも、マーケティングに関わる費用は非常に少ない。多くの事業者がキャンペーン

等に大きなコストを割く中、楽天は ID、ポイント、店舗網を軸とした戦略により、自社の

エコシステム内を中心にユーザーベースの獲得を行うことでマーケティング費を抑え、費

用の多くは加盟店開拓及びそれに伴う人件費、またシステム投資となっている。そのた

め、これらの費用はすべて将来に還元される投資と考えている。 

 

Q. インターネットセグメントの「その他」について、Lyft 上場に伴う評価益を除くと赤

字幅が増加しているが、Ebates のリブランディングに関わる費用以外に要因があれば教

えてほしい。また、今後の赤字額の推移についてどのように考えているか教えてほしい。 

A. (廣瀬) 

「その他」セグメントのうち、海外事業については概ね改善基調にある。例えば、

Rakuten Kobo は確実に改善が見られ、間もなく月間黒字となる見込みである。Rakuten 

Viber においても収益性が改善し、赤字幅も縮小している。一方で、Ebates についてはリ

ブランディングがしっかりと出来るように力を入れており、もともとは黒字事業であるも

のの利益幅を減少させている。また、第一四半期がシーズンオフである野球やサッカー等

のスポーツ関連の赤字や、NBA の放映権等の費用を含んでいる。Ebates のリブランディ

ング費用、楽天マーケティングのリストラクチャリングに関わる費用等により全体として

は少し減益となっているが、その他の事業については確実に改善が見られているという状



況である。 

 

Q. 公正取引委員会による楽天トラベルへの立入調査や、EC 事業への実態調査について現

在の状況と今後想定される影響を教えてほしい。 

A. (百野) 

楽天トラベルへの公正取引委員会立入調査についてはグループとして真摯に受け止め、現

在調査に全面的に協力し、対応を行っている。調査中であるため、詳細については申し上

げられないが、今後内容が明らかになるに従い、開示にてお伝えする所存である。 

中間報告についても同様に大変真摯に受け止めており、これまで市場出店店舗とのコミュ

ニケーションを行ってきたつもりであったが、十分ではなかったことを痛感しており、今

後さらに改善をしていくつもりである。 

A. (武田) 

事業部としても大変真摯に受け止めており、宿泊施設及びお客様への説明含め対応を行っ

ているところである。一方で、事業への影響は非常に少なく、ゴールデンウイークにおけ

る宿泊予約についてもキャンセル等の影響は見られていない。今後も宿泊施設及びお客様

とコミュニケーションを密にとりながら真摯に対応を行っていく。 

 

3. ドイツ証券 風早隆弘アナリスト 

Q. NPS が改善しているというお話があったが、要因についてもう少し具体的に教えてほ

しい。 

A. (河野) 

ここ３年ほど NPS 向上に力を入れており、非常に強い改善がみられる。NPS の詳細を細

かく項目別で出しており、週次や月次、年次で様々な指標をモニターしながら、改善プラ

ンを打ち出している。そのため改善要因は複数の軸によるものであるが、例を挙げると、

メールの配信数に関する指標がある一方、配信数増加に伴う不快感への対策として、送信

先ユーザーのセグメントに関する指標や、メールのコンテンツ内容の充実に関する指標が

ある。また、サイトを見やすくしてほしいという要望に対しては、それぞれのページにつ

いて UI/UX の見直しを行い、コールセンターや配送料に関する要望があれば、速やかに対

応を行うなど、一日単位で改善を行っている。 

また、楽天の場合、「エンターテイメント感」のようなイベントに関わる部分や、ポイン

ト獲得に関わる部分に強いプロモーターがついており、これらを引き上げる施策に力を入

れている。こうした様々な施策が総合的な NPS の向上につながっている。 



Q. ラクマの流通総額についておおよその伸び率を教えてほしい。 

A. (河野) 

ラクマについては、去年から手数料 3.5％を導入している他、金券類やチケットの取り扱

い禁止などのいくつか特殊要因があるものの、金券類やチケットを除いた流通総額は非常

に好調で、競合他社の流通総額に少しずつ近づいてる。また、MAU についても手数料導入

後も前年同期比で約２倍で伸長しており、非常に好調である。ユーザーベースの拡大が流

通総額の伸長へ大きく貢献しており、今後も強化を行っていく。 

 

Q. ペイメント事業について今後四半期で見ていく際、どのような数字に注目するべきか

教えてほしい。 

A. (中村) 

まず、営業収益はアピールポイントの一つだと考えている。様々なキャッシュレス決済事

業者が大きなキャンペーンを行い、これらをどこかのタイミングでマネタイズするとして

いる中、楽天は加盟店手数料をいただくモデルで、すでに収益を上げている。これは本来

的な「稼ぐ力」であり、これがあれば、あとは、どのくらいを戦略的投資に回し、どのく

らいを利益確保に回していくのかということを事業の采配により決定できる。 

また、決算スライド 15 ページ目では、 キャッシュレス決済の３層構造について触れ、楽

天の決済事業の戦略を初めて説明している。 

現在、QR 決済が大きな注目を浴びており、キャッシュレス決済事業は QR 決済の中での

競争であるとみられがちだが、QR 決済であるかどうかという点はプロトコルレイヤーに

関わる部分であり、プロトコルレイヤーについては FeliCa、バーコード、その他顔認証や

生態認証等新たな技術を幅広く取り込んでいけばいいと考えている。ペイメントソースレ

イヤーについても同様に様々なものを取り入れていけばよい。しかし、現在起きている世

界的な競争の本質は ID とインターフェースレイヤーの競争であり、ここを楽天がもつ ID

ベースやポイントを活用して確保していくことが最も重要である。 

貪欲にプロトコルレイヤーとペイメントソースレイヤーを増やしながら、ID レイヤーを確

保していくというのが楽天の大きな戦略であり、したがって、高品質なサービスを提供

し、すでに多数の ID ベースを持つ楽天エコシステム内を中心にユーザーの獲得を行うこ

とが今後重要と考える。例えば、プロトコルレイヤーが最も充実しているアンドロイドの

楽天ペイアプリはグーグルプレイの評価が他社と比較しても非常に高い。今後もサービス

の質を意識し、ユーザーベースの拡張を行うことが注力すべきポイントと考えている。 

 



A. (穂坂) 

今回楽天ペイメント株式会社を新設し、楽天の持つ決済事業を総合的に拡大していこうと

いうところである。QR 決済においては、さまざまな事業者が加盟店数や決済対応箇所と

いった異なる定義に基づいた数字を開示し、優位性を比較することが難しくなっている

が、楽天としては、中村が説明した戦略の元、決済事業が一体となり、収益をあげて拡大

していくことが重要だと考えている。 

 

4. 野村證券 長尾佳尚アナリスト 

Q. 今の楽天の広告事業は楽天市場が一つの在庫元となり、そこに紐づくデータが商材の

ポイントとなっていると考えるが、仮にオフラインのデータをより収集できた場合、広告

事業にとってどのくらいプラスの影響があるのか。また、どういう商材がシナジーとして

発揮されるか教えてほしい。 

A. (有馬) 

ご指摘の通り、楽天の広告事業の強みの一つがデータであり、もう一つがインベントリー

である。楽天の最大の強みである「ID と連携した購買データ」をオンライン及びオフライ

ンで蓄積することができれば非常に強力な収益源となる。一般にオフラインでは POS デー

タ等により購入された商品や購買数等のデータを統計として得ることはできるが、POS の

みのデータでは購入したユーザーまで分析することはできず、次のマーケティング施策に

つなげることは難しい。しかし、楽天のもつ様々な決済手段が楽天 ID と連携することな

どで、オンラインでの購買データはもちろん、オフラインにおいてもオンラインと同等の

データを蓄積することが可能となり、次のマーケティング施策につなげられる。 

楽天ペイはすでに 100%楽天 ID と連携しており、楽天 Edy やその他の決済手段について

も連携の割合は徐々に高まっている。一方で、POS レジとのデータ連動についても連動で

きる店舗の拡大を続けており、例えば、ポイントパートナー加盟店では POS データと楽天

ID が完全に連動し、ID とポイントを介して、EC で得られるのとほぼ同等のデータを蓄積

できる店舗が増えている。さらに、店舗の POS レジと楽天 ID を連動してもらった場合、

楽天がそのデータを使った広告で収益化し、そこから得られた利益を店舗とシェアすると

いうような、POS データをマネタイズするビジネスも検討している。 

2021 年までに 2,000 億円の広告売上高を目指す中で、オフラインの購買データは大きな

貢献をするものと期待している。 

 

 



Q. モバイル事業について、基地局の設営の特にどの部分に苦労し、時間を要しているか

教えてほしい。 

A. 大変とは言うものの、10 月のローンチに向けてオントラックで着々と進めている。基

地局の建設では様々な手続きやペーパーワークが多く、例えばビルの屋上であればビルの

オーナーとの協議や調整など、100%を楽天モバイルの裁量で進めることはできない。 

ただし、他社に比べて建設のスピードが遅いなどということは全くなく、むしろ相当に時

間を短縮して進行していると考えている。自社で想定しているスピードを維持するのは大

変ではあるが、グループ全体の人員を活用することで、他社と比べて大幅に時間を短縮し

ており、結果としてはオントラックで 10 月のローンチに向けて進めている。 

  

Q. 国内 EC の流通総額は前年比で 1,000 億円ほど伸びている一方、マーケットプレイス

ビジネスの利益の伸びは前年比で 20 億円ほどの増加と、収益の出方が過去に比べると弱

く感じるがこれについてはどうか。 

A. (武田) 

楽天の国内 EC 事業の収益構造は他の事業者に比べ、決して悪くないと認識しているが、

確かに、インターネット創世記のような時代に比べると、ユーザーが様々なサービスを比

較し、選択することのできる現在は、顧客獲得コスト（CAC）が高い傾向にある。 

そうした中で、楽天グループに共通した、ライフタイムバリュー（LTV）の拡大という考

え方は、国内 EC 事業においても非常に重要となる。 

CAC が高い傾向にある現在においても、楽天の持つポイントプログラムやエコシステムに

より新規顧客の獲得やリテンションを高め、サービス間のクロスユースを促進すること

で、トータルの LTV を高めることが可能となる。 

個々の事業において LTV を最大化していく施策は当然必要として、より長期的には次のよ

うな２つの大きな施策を考えている。 

第一に、これまでどちらかといえば、それぞれが独立していたマーケットプレイスビジネ

ス、ファーストパーティビジネス及び C2C ビジネス間の連携をより高めていく。例えば、

同じ商品であっても楽天サービス内の異なる販売チャネルで販売がされているケースがあ

るが、その中からユーザーが自分に合った販売形態を選択できるよう楽天側から訴求して

いくことが重要だと考える。 

第二に、地域戦略により LTV 増加を目指す施策ある。地方自治体と協力し、各地方にカス

タマイズされた楽天サービスを組織横断的に提供していくことで、地方都市の抱える課題

解決を行い「楽天サービスのファン」を増やしていく。これらにより、EC 化率の低い傾



向にある地方都市においてユニークユーザー数を増加させるとともに、CAC を下げ、LTV

増加を目指すことが可能となる。 

 

5. シティグループ証券 鶴尾充伸アナリスト 

Q. MNO の実証実験について、従業員規模での実験と大規模の実証実験があるとのことだ

が、それぞれ何月頃を予定しているのか？ 

A. (山田) 

従業員規模の実験については、すでに２月にネットワークを繋げ、行っているが、稼働し

ている基地局は限られてる。さらに大規模な実験は夏に行う予定である。 

 

Q. 10 月に開始予定の MNO サービスについて、ローンチエリアの範囲を教えてほしい。 

A. (山田) 

自社のネットワークで開始するエリアは、東京、名古屋、大阪に加え神戸の一部を予定し

ている。その他のエリアについてはローミングを行い全国規模で開始する。 

 

Q. MNO のサービス開始時期について、仮にローンチ時期がずれたとするのであれば、来

年の 1-3 月頃にはある程度ネットワークが完成するものと予想しておけばよいか？ 

A. (山田) 

ローンチについては 10 月で決定している。自社のネットワークは東名阪エリアで、その

他の地域についてはローミングを行い全国規模で開始する。自社ネットワークとローミン

グエリア間との通信もほとんどシームレスに行われるため、ユーザーからみれば地域別に

段階的にローンチされるということはなく、10 月時点での全国一斉ローンチとなる。 

 

Q. 通信他社の通信料値下げについてコメントがあればお願いします。 

A. (山田) 

最大４割の値下げとはいうものの、各社料金対体系は複雑であり、全体として大きな値下

げになっているとはいいがたい。各社新しい料金体系が出そろってきてはいるが、これら

によって楽天の通信事業への参入や差別化が難しくなったなどということは感じていな

い。 


