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１．20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）     （百万円未満切捨て） 
 
(1) 連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年６月中間期 121,814 23.1 18,266 35.7 17,395 16.0
19年６月中間期 98,931 △6.1 13,463 △30.2 14,989 △28.2
19年12月期 213,938 118 2,376
 

 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

 百万円 ％ 円 銭 円 銭
20年６月中間期 7,293 25.7 557 71 555 01
19年６月中間期 5,803 △18.3 445 00 442 61
19年12月期 36,898 2,825 95 2,813 32
（参考） 持分法投資損益       20年６月中間期 53百万円 19年６月中間期 572百万円 19年12月期 1,047百万円 
 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
20年６月中間期 1,121,008 190,211 16.3 13,955 73
19年６月中間期 1,263,950 202,901 15.5 14,990 89
19年12月期 1,158,923 193,823 16.0 14,212 68
（参考） 自己資本    20年６月中間期 182,531百万円 19年６月中間期 195,950百万円 19年12月期 185,835百万円 
       
(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

 百万円 百万円 百万円 百万円
20年６月中間期 △30,000 △12,782 30,326 61,136
19年６月中間期 31,446 907 △52,520 69,691
19年12月期 42,966 55,069 △113,627 73,860
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期 末 年 間 
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 － － － 100 00 100 00

20年12月期（実績） － － － － 

20年12月期（予想） － － － 未定  
未定 

 
３．20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

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及び証券業界は事業環境の変化が激しいため、業
績の予想を行うことが困難であります。したがいまして、業績予想につきましては記載しておりません。 
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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) 中間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（中間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） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 有  
 (注)詳細は、21ページ「中間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」をご覧ください。 
 
(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） 20年６月中間期 13,080,304株 19年６月中間期 13,072,282株  19年12月期 13,076,334株

 ②期末自己株式数 20年６月中間期 977株 19年６月中間期 976株 19年12月期 977株

 (注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。 

 
 

（参考）個別業績の概要 
 
１. 20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日） 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年６月中間期 41,890 47.5 10,625 △0.4 10,068 △18.3 4,827 2.8
19年６月中間期 28,403 23.2 10,665 38.9 12,325 △10.3 4,695 △50.4
19年12月期 61,630  18,471 19,731  17,243
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 
20年６月中間期 369 17 
19年６月中間期 360 05 
19年12月期 1,320 58 
 
(2) 個別財政状態 

 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
20年６月中間期 442,819 254,466 57.4 19,441 48
19年６月中間期 361,960 250,066 69.1 19,125 52
19年12月期 391,072 258,408 66.0 19,753 25
（参考） 自己資本    20年６月中間期 254,281百万円 19年６月中間期 249,995百万円 19年12月期 258,280百万円 
 
２．20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

当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、業績の予想を行うことが困難でありま
す。したがいまして、個別業績予想につきましては記載しておりません。 
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経営成績及び財政状態 

 

1. 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする各種原材料価格の高騰がさまざまな商品やサービ

スの価格上昇につながり景況感が悪化していることに加えて、米国サブプライム住宅ローン問題の影響などを要因に、

米国をはじめとする海外景気の減速傾向が継続しており、先行きに不透明感が増大しております。 

平成20年３月末のブロードバンド契約数は2,875万回線（全インターネット契約数の87.9％）で、その中でもFTTH

のブロードバンド契約数は 1,215 万回線（同 37.1％）となり、ブロードバンドの普及は引き続き順調です。また、

携帯インターネットの利用状況がどの世代層においても増加傾向にあるなど、携帯インターネットビジネスの市場規

模についても急速に拡大することが見込まれます。 

インターネット白書 2008（財団法人インターネット協会）によると、インターネット・ユーザーの約８割の人が

オンラインショッピングの経験を有しており、また平成20年版情報通信白書（総務省）によると「旅行・チケット」

などの商品群では、 近１年間で も多く利用した購入方法についてはネット購入と回答した人数は店頭購入と回答

した人数を上回る等、電子商取引は広く生活インフラとして定着してきたといえます。 

このような環境下、物価上昇傾向を背景とした消費者の価格選好度の高まりも追い風となり、当中間連結会計期間

におけるインターネット・ショッピングモール『楽天市場』（『楽天ブックス』を含む）及びインターネット旅行予約

『楽天トラベル』における取扱いは好調に推移し、流通総額はそれぞれ 24.5％増、21.5％増（いずれも前中間連結

会計期間比）と大きく伸びました。 

一方、経営管理体制の強化及び生産性・収益性向上の施策である「Project V」を継続し、予算管理体制の厳格化

に加えて費用構造見直しに取り組んでおります。 

この結果、当中間連結会計期間における売上高は、ＥＣ事業及びトラベル事業等の好調に加えて、平成19年12月期

第３四半期連結会計期間末からフュージョン・コミュニケーションズ（株）の連結を開始したことにより、121,814

百万円（前中間連結会計期間比23.1％増）と大きく伸びました。 

営業利益については、楽天ＫＣ（株）における利息返還関連費用及び貸倒関連費用の減少による損益改善が大きく

寄与し、18,266百万円（前中間連結会計期間比35.7％増）となり、経常利益は17,395百万円（前中間連結会計期間

比16.0％増）となりました。 

 

（ＥＣ事業） 

ＥＣ事業セグメントには、楽天（株）（『楽天市場』、『楽天ブックス』等）のほか、楽天オークション（株）等のグ

ループ会社が属しており、主に物販を中心としたＥＣサイト運営・サービス提供等を行っております。 

当中間連結会計期間において、当セグメントの主力である『楽天市場』では、ユーザーの利便性の向上を目的に、

日常必要な食材を 短で翌日に配送する『グルメスピード便』サービスや、購入の手順を簡略化した『クイック購入』

サービス等を導入しました。また多様化するライフスタイルに応じて、世代や属性に応じた嗜好の分析を行い、それ

に基づく商品情報の提供の充実に努めました。『楽天市場』の出店店舗へのサポート強化のため、広島支社及び新潟

支社を開設するとともに、これまで出店店舗の売上成長のボトルネックのひとつであった物流面について物流代行サ

ービス『楽天物流』の提供を開始しました。これらの施策により、当中間連結会計期間の『楽天市場』及び『楽天ブ

ックス』の流通総額は3,107億円と、前中間連結会計期間比24.5％増と好調に推移し、楽天市場事業の売上高は29,002

百万円（前中間連結会計期間比 21.4％増）となり、費用面では施設関連費用等の増加があったものの、営業利益は

12,605百万円（前中間連結会計期間比14.0％増）と大きく伸びました。 

楽天市場事業の海外展開の第一歩として、『楽天市場台湾』のサービスを平成 20 年５月に開始し、出店店舗数、

ユーザー数とも順調に伸びております。 

この結果、ＥＣ事業の売上高は 43,013 百万円（前中間連結会計期間比 23.6％増）と高成長を示しました。一方、

営業利益については、楽天市場事業の増益及びオークション事業の損益改善があったものの、『楽天市場台湾』及び

『楽天物流』等の新規サービスに関連する費用の発生等により、9,649 百万円（前中間連結会計期間比 1.2％減）と

なりました。 
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（クレジット・ペイメント事業） 

クレジット・ペイメント事業セグメントには、楽天ＫＣ（株）、楽天クレジット（株）及び楽天フィナンシャルソ

リューション（株）等のグループ会社が属しており、主に個人向けのクレジットカード事業及びカードローン事業等

を営んでいるほか、提携によるバンキングサービスの提供を行っております。 

楽天ＫＣ（株）においては、クレジットカードのショッピング取扱高は、前中間連結会計期間比34.3％増の2,195

億円となり、ショッピングリボ残高は 58.7％増の 272 億円と伸長しました。楽天ＫＣ（株）においてはカードショ

ッピング関連の営業収益増並びに貸倒関連費用及び利息返還費用の大幅な削減により、前中間連結会計期間の営業赤

字から営業黒字へと転じました。 

楽天クレジット(株)では、営業債権残高が前中間連結会計期間比7.6％増の1,045億円と堅調に伸びましたが、前

中間連結会計期間に実施した債権流動化に伴う評価益が当中間連結会計期間には発生しなかったことにより、減収減

益となりました。 

また、前年４月に開始したバンキング事業（提携）においては先行投資により赤字となりました。 

これらにより、当中間連結会計期間のクレジット・ペイメント事業の売上高は、前中間連結会計期間比8.4％減と

なる32,718百万円、 4,996百万円の営業利益（前中間連結会計期間は330百万円の営業損失）となりました。 

 

（ポータル・メディア事業） 

ポータル・メディア事業セグメントには、楽天（株）（『Infoseek』等）のほか、楽天リサーチ（株）、みんなの就

職（株）等のグループ会社が属しており、主に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のほか、

広告事業、人材事業、リサーチ事業及びブロードバンドコンテンツの配信等を行っております。 

当中間連結会計期間においては、ユーザーの興味や関心に合致する広告の提供を実現するための取り組みを強化し

ました。ウェブサイトの内容及びユーザーのサイト検索結果に応じて広告を表示するアドネットワーク事業を（株）

プロヴィデンスより譲受けたことに加えて、（株）ドリコムとの資本・業務提携のもと、同社の行動ターゲティング

広告配信技術を採用した新方式の行動ターゲティング広告商品『楽天ad4U（アドフォーユー）』の提供を開始しまし

た。また、リサーチ事業においては、システム投資によるサービスの拡充及び営業体制の増強により、売上高が増加

しました。 

これらの施策により、当中間連結会計期間のポータル・メディア事業の売上高は、前中間連結会計期間比11.8％増

の 4,384 百万円となりましたが、一方、施設関連費用及び開発関連費用等の営業費用が増加したため、営業損失は

100百万円（前中間連結会計期間は161百万円の営業利益）となりました。 

 

（トラベル事業） 

トラベル事業セグメントには、楽天トラベル（株）等のグループ会社が属しており、主に宿泊予約や『ANA楽パッ

ク』等旅行関連サイトの運営・サービス提供を行っております。 

当中間連結会計期間においては、エンドユーザー向け情報発信の強化を図り、楽天売れ筋ランキングトラベル版の

リリースや、施設詳細ページのリニューアルを実施いたしました。また、レジャーニーズ獲得を目的にゴールデンウ

ィーク向け『ケータイ限定ポイント５倍祭り』や、『夏休みANA楽パックキャンペーン』を実施する等、更なる「総

合化」の推進を図ってまいりました。海外向けサービスにおいては、韓国観光公社との大型タイアップ企画をスター

ト、韓国マーケットでの流通拡大を目指すと共に、好調なタイマーケットを更に拡大すべく、バンコクに駐在員事務

所を開設し、アジア地域での更なるサービス向上に努めてまいりました。 

こうした取組みの結果、当中間連結会計期間のトラベル事業における予約流通総額は1,248億円（前中間連結会計

期間比21.5％増）と伸長し、売上高は7,251百万円（前中間連結会計期間比26.3％増）となるとともに、営業利益

においても、今後の営業体制強化に向け、広告宣伝費・人件費及び施設・管理関連費用等の営業費用が増加する中、

2,749百万円（前中間連結会計期間比1.3％増）と増益を維持する結果となりました。 

 

（証券事業） 

証券事業セグメントには、楽天証券ホールディングス（株）とその関連会社等が属しており、主にオンライン証券

取引サービス等を営んでおります。 
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当中間連結会計期間においては、株式市況の減速による株式委託手数料収入の落ち込みの影響を大きく受けたこと

により、前中間連結会計期間比では減収減益となったものの、楽天証券（株）において導入した新ビジネスユニット

制により、各事業毎にきめ細かな収益管理・施策実施が浸透したことや昨年来継続的に実施しているコスト構造の改

善も４月にデータセンターの統合を終えるなど着実に進捗したこと等により、当該セグメントの平成 20 年４月から

６月の四半期は同１月から３月の四半期に比べて増益となりました。 

また、新商品・サービスについては、手数料ゼロモデルを実現した新外国為替証拠金取引サービス『楽天 FX』を

平成20年６月より開始、また投資初心者を主要なターゲットとした投資信託の積立サービスを３月に開始したほか、

楽天投信（株）の事業も４月にスタート、第一号ファンド『楽天株式ファンド』の販売を開始し、順調に残高を増や

しております。 

当中間連結会計期間の証券事業の売上高は前中間連結会計期間比17.2％減となる12,644百万円、営業利益は前中

間連結会計期間比28.1％減の2,074百万円となりました。 

 

（プロスポーツ事業） 

プロスポーツ事業セグメントには、（株）楽天野球団とその関連会社が属しており、プロ野球球団『東北楽天ゴー

ルデンイーグルス』の運営及び関連商品の企画・販売を行っております。 

当中間連結会計期間におきましては、シーズン序盤及びセ・パ交流戦におけるチームの好成績や人気選手の活躍に

支えられ、観客動員数は順調に増加しました。これに伴い応援グッズの販売やスタジアム関連の収入も大きく伸びま

した。一方、地元メディアにおける TV 視聴率の伸長や、シーズンオフに開講した野球教室「東北プロジェクト」が

東北６県において大盛況となる等、地域における支持はより強固なものとなりつつあります。 

こうした結果、当中間連結会計期間のプロスポーツ事業の売上高は3,786百万円（前中間連結会計期間比8.8％増）

となりましたが、チーム強化に向けた投資負担等から、営業損失は685百万円（前中間連結会計期間は616百万円の

営業損失）となりました。 

 

（通信事業） 

通信事業セグメントには、フュージョン・コミュニケーションズ（株）とその関連会社が属しており、主に中継電

話やIP電話をはじめとした通信サービスを提供しております。 

当中間連結会計期間は、フュージョン・コミュニケーションズ（株）においては、既存事業の抜本的見直しを図る

事業再構築計画の下で、経営改革を引き続き推進いたしました。その結果、継続的なコストダウンの推進や販売促進

インセンティブの適正化等による収益性改善などの成果により事業計画を上回る業績の改善を果たし、６月には楽天

グループに加わる以前を含めて27ヶ月ぶりの営業黒字化を達成しました。 

また、フュージョン・ネットワークサービス（株）においては、コンシューマ向けISP事業『楽天ブロードバンド』

にて５月 20 日より、従来のADSL10M プランに加えてより高速なプラン『楽天ブロードバンド ADSL50M』の提供を開

始しました。３月のサービス提供開始以来、楽天グループ会員に向けて各種プロモーションを積極的に展開し、引き

続き新規の利用者拡大を目指しております。 

当中間連結会計期間の通信事業セグメントの売上高は18,014 百万円、営業利益は11 百万円となりました。なお、

当事業セグメントは、平成19年12月期第３四半期連結会計期間より新設されたものであるため、売上高及び営業利

益については前中間連結会計期間との比較を行っておりません。  

 

（今後の見通し） 

平成20年12月期の業績については、引き続きＥＣ事業やトラベル事業が高い成長を続けると見込まれるほか、ク

レジット・ペイメント事業においては利息返還請求に関する費用計上が大幅に減少しており、業績の改善が引き続き

予想されます。当社グループの業績には季節性があり、ＥＣ事業においてはお歳暮、クリスマスの需要期となる 10

月～12 月、トラベル事業においては夏休みのレジャー需要に伴い７月～９月の売上高がほかの四半期に比べ高くな

る傾向にあります。更に、当社グループでは、予実管理体制の厳格化、費用対効果の観点からのコスト構造見直しに

着手しており、当該施策の効果も見込んでおります。ただし、当社グループの事業には、事業環境の変化が激しいイ

ンターネット関連事業のほか株式市況の変化により業績が左右される証券事業等、業績の予想が困難なものが含まれ

ております。 
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2. 財政状態 

（資産） 

当中間連結会計期間末の資産合計は、1,121,008百万円（前中間連結会計期間末は1,263,950百万円）となり、前

中間連結会計期間と比較して142,941百万円減少いたしました。主に証券業における信用取引資産95,872百万円、

投資有価証券75,452 百万円の減少によるものです。これは、株式市況の低迷を受け、証券事業における証券信用取

引等が減少したことや、保有する投資有価証券の時価評価額が減少したためです。 

 

（負債） 

当中間連結会計期間末の負債合計は、930,796百万円（前中間連結会計期間末は1,061,048百万円）となり、前中

間連結会計期間と比較して130,251百万円減少いたしました。主に証券業における信用取引負債47,763百万円等の

減少によるものです。これは、株式市況の低迷を受け証券信用取引が減少したためです。 

 

（純資産） 

当中間連結会計期間末の純資産合計は、190,211百万円（前中間連結会計期間末は202,901百万円）となり、前中

間連結会計期間と比較して12,690 百万円減少いたしました。利益剰余金が増加した一方で、その他有価証券評価差

額金が減少したためです。 

 

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・フローの状況としては、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 14,056 百万円を計上したものの、法人税等の支払や有価証券貸借取引受入金の減少などの要因により、

30,000百万円の資金流出（前中間連結会計期間末は31,446百万円の資金流入）となりました。また、投資活動によ

るキャッシュ・フローは、ソフトウェアなど無形固定資産の取得等により、12,782 百万円の資金流出（前中間連結

会計期間は907百万円の資金流入）となりました。さらに財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等に

より、30,326 百万円の資金流入（前中間連結会計期間は 52,520 百万円の資金流出）となりました。これらにより、

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の額は、12,716百万円の減少（前中間連結会計期間は19,527百万円の減

少）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期末残高は、61,136 百万円（前中間連結会

計期間比12.3％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

自己資本比率（％）   15.5 16.0 16.3

時価ベースの自己資本比率（％）   42.9 62.1 62.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍）   7.6 9.8 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）    33.8 29.0 －

(注)   1. 自己資本比率：自己資本／総資産 

     2. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     3. キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

なお、当中間連結会計期間のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・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。 

 

4. 利益配当に関する基本方針及び当期の配当 

当社の利益配分につきましては、企業価値の 大化を念頭に、将来の積極的な事業展開に備えた財務体質及び経営

基盤の強化に備えるための内部留保の充実等を勘案し、経営環境及び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、単年度の業績に左右されない安定した配当を継続しています。なお、当連結会計年度末における配当

については未定であります。
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企業集団の状況 

 

近の有価証券報告書（平成20年３月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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経営方針 

 

1. 経営の基本方針 

当社グループは、インターネットを通じて、人々と社会に力を与えること（Empowerment）を経営の基本理念とし

ています。消費者及びお取引先企業の満足度の高いサービスを提供することにより、多くの人々に成長の機会を与え、

社会の変革と発展に寄与するとともに当社グループの株主価値及び企業価値を 大化していくことを目指してまい

ります。  

 

2. 目標とする経営指標 

当社グループは、中期経営目標として、経常利益率 30％を掲げております。また、主な経営指標として、全社及

び各事業（ビジネスユニット;BU）の売上高、営業利益及び経常利益の金額及び成長率に加え、流通総額（商品・サ

ービスの取扱高）、会員数などの KPI（Key Performance Indicator）を重視し、成長性と収益性を向上させること

を目指しています。 

 

3. 中長期的な経営戦略 

当社グループの基本的な経営戦略は、インターネットを活用したサービスの益々の拡大が見込める中、『楽天市場』

をはじめとするグループサイトにおける会員の獲得、流通総額の増大及びメディア（媒体）価値の向上、並びにイン

ターネットと高い親和性を持つ金融を含む多様な事業への展開等を通じ、グループ会員へ様々なサービスを提供し回

遊的な利用を促すことにより、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。

これを当社では「楽天エコシステム」と呼び、今後の更なる長期的成長を目指して、各サービスの相乗効果と会員あ

たりの生涯価値（ライフタイムバリュー）の 大化を実現することにより、株主価値及び企業価値の向上を図ってま

いります。 

それらを実現するための志の高い強いチームを作るために、従業員との価値観・戦略の共有を行い、業務遂行の徹

底に努めています。また、個々の事業の収益力強化を図るため、当社グループ事業領域を、事業の業態等の共通点で

グループ化したBUに分類し、BU毎の収益性や成長性のモニタリングを徹底するとともに、 適な経営資源の配分を

行ってまいります。 

さらに、将来の当社における新たな収益機会の創出に向けて、当社グループが運営する各種サービスの国際展開を

積極的に推進してまいります。 

 

4. 会社の対処すべき課題 

（経営管理体制の強化） 

当社グループは経営管理体制としてBU制を敷いており、BU毎の予実管理の精緻化を通じた収益性と成長性の向上

を図っていますが、平成20年７月からは30以上あった従来のBUを見直し、９つの新たなBUへと再編することで、

戦略展開や資源配分などにおける機動性を高めてまいります。また、平成 20 年度より、費用対効果の観点からのコ

スト構造見直し(Project V)に着手しており、様々な施策の実行を通じて、利益率の向上を図ってまいります。さら

に、各ビジネスユニットの業績の定期的なモニタリングを通じて、事業の選択と集中の仕組化を行っています。将来

の成長に必要な新規サービスの導入にあたっては、投資対効果を勘案した投資を基本的な方針としており、成長性と

収益性の確保を目指しています。 

  

（事業戦略） 

世界経済の急激な変化が見られる中、インターネット・サービスには様々な事業機会が新たに生じており、当社グ

ループは 大の資産である顧客に対し、グループ全体で効果的なマーケティングを行い、楽天グループ会員の様々な

サービスの相乗的な利用を促進するとともに、「楽天エコシステム」への新たなユーザーの流入及び収益機会の拡大

を目指してまいります。当社グループでは、これらのインターネット・サービスに必要な技術基盤を構築するため、

複雑な言語処理技術を使ったリコメンデーションエンジン（注）、先端広告技術及び携帯電話インターネット向け技

術等の研究開発に積極的に取り組んでまいります。（注：リコメンデーションエンジン：ユーザーの嗜好・行動を分

析し、各ユーザー毎に興味があると推測される情報を選択して表示するサービス） 

 個々の事業における事業戦略は以下のとおりです。 
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ＥＣ事業セグメント：『楽天市場』をはじめとしたＥＣサイトにおいて、消費者ひとりひとりのライフスタイル及び

嗜好等に応じてより魅力的な商品・サービスを提供することにより流通総額の拡大及び広告等の収益機会の増大を図

ります。また出店店舗のサポートについては地方拠点の拡充等を通じて体制の強化を図ります。国際展開については、

平成 20 年５月にサービスを開始した『楽天市場台湾』において様々な施策を通じて流通総額の増大を図り、台湾Ｅ

Ｃ市場の活性化を図るとともに、更なる対象国・地域の拡大の準備も進めてまいります。 

 

クレジット・ペイメント事業セグメント：グループシナジー 大化の重要な柱である『楽天カード』の新規加入者の

継続的な増加を図り、楽天カードの利用の推進による収益の拡大を目指してまいります。改正貸金業法への対応につ

いては、すでに楽天ＫＣ(株)において前連結会計年度末に利息返還請求に伴う損失の見積り方法を精緻化し、引当金

の追加計上を実施しております。また平成 20 年１月１日より新規貸付金利を 18.0％以下に引き下げておりますが、

平成20年10月に予定されている同法の施行を受けた総量規制等の新たな規制にも対応してまいります。また、金融

環境の変動に対しても柔軟に対応可能な財務基盤を構築してまいります。 

 

ポータル・メディア事業セグメント：ポータルサイト等においてより魅力的なコンテンツの提供に努め、媒体価値の

向上を図るとともに、国内有数のインターネット・メディアを有するグループとして、アドネットワーク等の新しい

広告技術への取組みを進め、新規ユーザーの増加や新たな収益基盤の確立を目指してまいります。 

 

トラベル事業セグメント：国内宿泊予約事業においてはレジャー需要の一層の取込みに注力し、オンライン旅行予約

サイト国内トップクラスの地位をより強固にしていきます。また、主力の宿泊予約に加え、航空券やレンタカーなど

の足回り商品（交通手段）や各種オプションを選択するダイナミックパッケージ商品の充実及び利便性の向上を行う

とともに、アジアを中心とした海外事業の積極的な展開にも取組んでいきます。 

 

証券事業セグメント：約4,630万人（平成20年６月末時点）の楽天会員に対し『楽天証券』の新規会員化を促進し、

楽天会員の資産形成に貢献することを通じて収益基盤の強化を図ります。これまで国内株式市況に左右されにくい事

業基盤の構築を目指し外国株、外債、投信、先物及びFX 等の商品ラインナップの充実を図ってまいりましたが、平

成 20 年度より、各事業においてきめ細やかな収益管理と施策実施の徹底を通じた収益力強化及び事業構造の変革に

着手しております。今後は、投資初心者層が多様な商品の中から適切な金融商品を選択できるようなわかりやすいサ

ービスを低料金で提供することを目指してまいります。 

 

プロスポーツ事業セグメント：プロ野球チーム『東北楽天ゴールデンイーグルス』のファン層の拡大を図るとともに、

「楽天」ブランドの認知度の向上及び東北地方における地域活性化への貢献を目指していきます。 

 

通信事業セグメント：フュージョン・コミュニケーションズ(株)における固定費削減を含む抜本的なコスト構造改革

をサービス毎に実施しており、収益基盤の改善を図ってまいります。IP 電話事業及び ISP 事業においては楽天グル

ープシナジーを生かした新規サービスについても積極的に取り組んでいきます。 

 

（コーポレート・ガバナンス） 

当社グループでは、企業価値の 大化のために、コーポレート・ガバナンスを 重要課題と位置づけており、リス

ク管理の徹底及び内部管理体制の充実に加えて、グループ規程及び業務プロセスの整備等による内部統制の強化を図

っております。また、改正貸金業法の施行やインターネット上の有害サイトアクセス制限に関する規制の動向等、当

社グループの事業をとりまく法規制面の環境変化に対応し、コンプライアンス体制の整備を図ります。 
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中間連結財務諸表 
中間連結貸借対照表                                   

前中間連結会計期間末

平成19年６月30日現在

当中間連結会計期間末 

平成20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19年12月31日現在科目 

金額 

（百万円）

構成比

（％）

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

       

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  74,392 67,938  57,437 

 ２ 受取手形及び売掛金  17,351 27,399  27,904 

 ３ 割賦売掛金  62,833 76,439  70,739 

 ４ 信用保証割賦売掛金  4,765 4,037  4,496 

 ５ 資産流動化受益債権  96,538 126,675  110,144 

 ６ 証券業における預託金  250,494 229,993  230,641 

 ７ 証券業における信用取引資
産 

 250,104 154,232  188,703 

 ８ 証券業における短期差入保
証金 

 8,875 11,070  8,730 

 ９ 営業貸付金  156,739 157,540  158,964 

 10 その他  70,085 63,271  89,886 

   貸倒引当金  △31,827 △41,255  △44,446 

    流動資産合計  960,355 76.0 877,344 78.3 903,200 77.9

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産  23,305 1.8 22,903 2.0 24,027 2.1

 ２ 無形固定資産    

  (1)のれん  65,187 63,288  64,465 

  (2)その他  22,717 31,039  28,944 

    無形固定資産合計  87,905 7.0 94,328 8.4 93,410 8.1

 ３ 投資その他の資産    

  (1)投資有価証券  164,599 89,147  104,070 

  (2)その他  31,230 41,916  39,321 

   貸倒引当金  △3,446 △4,631  △5,107 

    投資その他の資産合計  192,383 15.2 126,432 11.3 138,284 11.9

     固定資産合計  303,594 24.0 243,664 21.7 255,722 22.1

資産合計  1,263,950 100.0 1,121,008 100.0 1,158,923 100.0
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前中間連結会計期間末

平成19年６月30日現在

当中間連結会計期間末 

平成20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19年12月31日現在科目 

金額 

（百万円）

構成比

（％）

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

       

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金  6,987 16,277  16,667 

 ２ 信用保証買掛金  4,765 4,037  4,496 

 ３ コマーシャル・ペーパー  － 25,400  6,300 

 ４ 短期借入金  261,436 227,650  225,197 

 ５ 未払法人税等  3,025 4,799  17,074 

 ６ 割賦利益繰延  798 575  693 

 ７ 証券業における預り金  157,181 144,760  148,315 

 ８ 証券業における信用取引負

債 
 143,716 95,952  101,688 

 ９ 証券業における有価証券担

保借入金 
 57,902 17,606  40,666 

 10 証券業における受入保証金  108,131 100,579  104,929 

 11 引当金  6,622 7,733  7,144 

 12 その他  86,951 66,888  77,266 

流動負債合計  837,519 66.3 712,260 63.5 750,441 64.8

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  8,000 15,515  8,010 

 ２ 長期借入金  186,837 177,077  173,072 

 ３ 引当金  195 244  211 

 ４ 利息返還損失引当金  5,392 17,808  20,075 

 ５ 繰延税金負債  18,685 603  5,838 

 ６ その他  843 4,080  3,529 

固定負債合計  219,953 17.4 215,329 19.2 210,737 18.2

Ⅲ 特別法上の準備金    

 １ 証券取引責任準備金  3,575 －  3,920 

 ２ 金融商品取引責任準備金  － 3,206  － 

特別法上の準備金合計  3,575 0.3 3,206 0.3 3,920 0.3

負債合計  1,061,048 83.9 930,796 83.0 965,099 83.3
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前中間連結会計期間末

平成19年６月30日現在

当中間連結会計期間末 

平成20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19年12月31日現在科目 

金額 

（百万円）

構成比

（％）

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  107,423 8.5 107,487 9.6 107,453 9.3

 ２ 資本剰余金  119,454 9.5 119,517 10.7 119,484 10.3

 ３ 利益剰余金  △51,218 △4.1 △14,137 △1.3 △20,122 △1.7

 ４ 自己株式  △10 △0.0 △10 △0.0 △10 △0.0

株主資本合計  175,648 13.9 212,856 19.0 206,804 17.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  19,378 1.5 △29,970 △2.7 △21,076 △1.8

 ２ 繰延ヘッジ損益  79 0.0 30 0.0 26 0.0

 ３ 為替換算調整勘定  843 0.1 △385 △0.0 81 0.0

評価・換算差額等合計  20,302 1.6 △30,324 △2.7 △20,968 △1.8

Ⅲ 新株予約権  70 0.0 184 0.0 127 0.0

Ⅳ 少数株主持分  6,880 0.5 7,495 0.7 7,859 0.7

純資産合計  202,901 16.1 190,211 17.0 193,823 16.7

負債純資産合計  1,263,950 100.0 1,121,008 100.0 1,158,923 100.0

   

 



 

楽天株式会社 （4755）平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

 

中間連結損益計算書                               

前中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日

当中間連結会計期間 

自 平成20年１月１日

至 平成20年６月30日

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日
科目 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比 
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高   98,931 100.0 121,814 100.0  213,938 100.0

Ⅱ 売上原価   14,567 14.7 28,426 23.3  39,480 18.5

  売上総利益   84,364 85.3 93,387 76.7  174,457 81.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 広告宣伝費及び販売
促進費 

 6,443 7,570 12,826 

 ２ 人件費  12,616 16,517 26,603 

 ３ 減価償却費  3,423 5,395 7,886 

 ４ 通信費及び保守費  5,365 6,988 10,792 

 ５ 委託費及び外注費  9,612 12,061 20,798 

 ６ 貸倒関連費用  14,021 7,924 39,719 

 ７ その他  19,418 70,901 71.7 18,663 75,121 61.7 55,713 174,338 81.5

  営業利益   13,463 13.6 18,266 15.0  118 0.1

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息及び受取配
当金 

 695 － － 

 ２ 受取利息  － 110 274 

 ３ 受取配当金  － 564 1,706 

 ４ 有価証券売却益  1,105 － 1,105 

 ５ 為替差益  342 40 259 

 ６ 持分法による投資利
益 

 572 53 1,047 

 ７ その他  399 3,115 3.1 401 1,170 1.0 663 5,056 2.4

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  856 829 1,505 

 ２ 支払手数料  446 817 670 

 ３ その他  286 1,588 1.6 395 2,041 1.7 623 2,798 1.3

  経常利益   14,989 15.2 17,395 14.3  2,376 1.1
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前中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日

当中間連結会計期間 

自 平成20年１月１日

至 平成20年６月30日

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日
科目 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比 
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  0 － － 

 ２ 固定資産売却益  977 46 1,085 

 ３ 持分変動利益  191 18 598 

 ４ 投資有価証券売却益  11 － 659 

 ５ その他の関係会社有
価証券売却益 

 1,037 － 1,037 

 ６ 投資有価証券受贈益  － 267 － 

 ７ 金融商品取引責任準
備金戻入益 

 － 714 － 

 ８ 事業整理損失引当金
戻入益 

 － 184 － 

 ９ 関係会社株式売却益  － － 53,873 

 10 その他  117 2,335 2.4 43 1,274 1.0 187 57,440 26.8

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損  198 1,503 1,425 

 ２ 証券取引責任準備金
繰入額 

 433 － 778 

 ３ リース解約損  819 － 3,107 

 ４ 減損損失  437 1,246 749 

 ５ クレジット事業整理
損 

 411 － 411 

 ６ 特別退職金  239 － 239 

 ７ 過年度持分法投資損
益修正損 

 467 － 467 

 ８ 投資有価証券評価損  － 641 322 

 ９ その他  1,069 4,076 4.1 1,221 4,612 3.8 1,641 9,144 4.3

  税金等調整前中間（当
期）純利益 

  13,249 13.4 14,056 11.5  50,672 23.7

  法人税、住民税及び事
業税 

 4,022 4,710 20,941 

  法人税等調整額  3,383 7,406 7.5 2,424 7,134 5.9 △5,970 14,971 7.0

  少数株主利益又は損失
（△） 

  39 0.0 △371 △0.3  △1,197 △0.6

  中間（当期）純利益   5,803 5.9 7,293 6.0  36,898 17.2

   

 



 

楽天株式会社 （4755）平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

 

中間連結株主資本等変動計算書 

 

前中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19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18年12月31日残高 107,294 116,639 △56,894 △11 167,027

中間連結会計期間中の変動額  

  新株の発行 128 128  257

  株式交換による変動額 2,686 0 2,687

  剰余金の配当 △650  △650

  中間純利益 5,803  5,803

  持分法適用会社の除外に伴う

剰余金の増加額 
523  523

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 128 2,815 5,676 0 8,620

平成19年６月30日残高 107,423 119,454 △51,218 △10 175,648

 

（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18年12月31日残高 21,056 136 358 21,551 10 14,607 203,196

中間連結会計期間中の変動額    

  新株の発行    257

  株式交換による変動額    2,687

  剰余金の配当    △650

  中間純利益    5,803

  持分法適用会社の除外に伴う

剰余金の増加額 
   523

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△1,677 △57 484 △1,249 59 △7,726 △8,915

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,677 △57 484 △1,249 59 △7,726 △294

平成19年６月30日残高 19,378 79 843 20,302 70 6,880 202,901
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当中間連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20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19年12月31日残高 107,453 119,484 △20,122 △10 206,804

中間連結会計期間中の変動額  

  新株の発行 33 33  66

  剰余金の配当 △1,307  △1,307

  中間純利益 7,293  7,293

  連結範囲の変動による増減 △0  △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 33 33 5,985 － 6,051

平成20年６月30日残高 107,487 119,517 △14,137 △10 212,856

 

（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19年12月31日残高 △21,076 26  81 △20,968 127 7,859 193,823

中間連結会計期間中の変動額     

  新株の発行     66

  剰余金の配当     △1,307

  中間純利益     7,293

  連結範囲の変動による増減     △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△8,893 4  △466 △9,355 57 △364 △9,663

中間連結会計期間中の変動額合計 △8,893 4  △466 △9,355 57 △364 △3,611

平成20年６月30日残高 △29,970 30  △385 △30,324 184 7,495 190,211
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31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18年12月31日残高 107,294 116,639 △56,894 △11 167,027

連結会計年度中の変動額  

  新株の発行 159 159  318

  株式交換による変動額 2,686 0 2,687

  剰余金の配当 △650  △650

  当期純利益 36,898  36,898

  持分法適用会社の除外に伴う

剰余金の増加額 
523  523

  自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計 159 2,845 36,771 0 39,777

平成19年12月31日残高 107,453 119,484 △20,122 △10 206,804

 

（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18年12月31日残高 21,056 136 358 21,551 10 14,607 203,196

連結会計年度中の変動額    

  新株の発行    318

  株式交換による変動額    2,687

  剰余金の配当    △650

  当期純利益    36,898

  持分法適用会社の除外に伴う

剰余金の増加額 
   523

  自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△42,132 △110 △277 △42,520 117 △6,747 △49,150

連結会計年度中の変動額合計 △42,132 △110 △277 △42,520 117 △6,747 △9,373

平成19年12月31日残高 △21,076 26 81 △20,968 127 7,859 193,823

 



 

楽天株式会社 （4755）平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

 

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19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成20年１月１日 

至 平成20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19年１月１日 

至 平成19年12月31日 

区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

 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 13,249 14,056 50,672

   のれん償却額 1,856 1,926 3,752

   持分法による投資損益 △572 △53 △1,047

   減価償却費 3,721 5,894 8,518

   固定資産除却損 198 1,503 1,425

   開業費償却額 0 － 0

   有価証券売却益 △1,116 － △1,834

   投資有価証券評価損 10 641 322

   受取利息及び受取配当金 △695 △675 △1,981

   支払利息 856 829 1,505

   その他の損益調整 △319 334 △54,259

   売上債権の増減額 △574 479 △4,143

   割賦売掛金の増減額 522 △5,700 △7,382

   信用保証割賦売掛金の増減額 287 459 555

   資産流動化受益債権の増減額 △23,325 △16,531 △36,930

   信用保証買掛金の増減額 △287 △459 △555

   未払金及び未払費用の増減額 △1,274 △5,043 1,850

   前受金の増減額 1,527 1,875 △194

   割賦利益繰延の増減額 △110 △118 △214

   証券業における営業債権の増減額 △43,938 32,289 37,805

   証券業における営業債務の増減額 22,937 △13,234 △31,581

   証券取引責任準備金の増減額 433 △714 778

   有価証券貸借取引受入金の増減額 － △23,059 8,066

   営業貸付金の増減額 29,022 1,423 26,617

   その他 29,537 △9,959 41,947

    小計 31,946 △13,833 43,692

   営業保証金の支払額 △40 △15,460 △399

   営業保証金の受取額 96 15,753 227

   法人税等の支払額 △4,623 △17,235 △8,496

   法人税等の還付額 4,068 775 7,942

  営業活動によるキャッシュ・フロー 31,446 △30,000 42,966
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前中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成20年１月１日 

至 平成20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19年１月１日 

至 平成19年12月31日 

区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   有価証券の売却償還による収入 3,934 － 3,617

   投資有価証券の取得による支出 △6,458 △945 △8,650

   投資有価証券の売却償還による収入 4,872 186 68,518

   連結範囲の変更を伴うその他の関係会

社有価証券の売却による収入 
3,225 － 3,225

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による支出 
－ △268 △712

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の売

却による収入 
－ 184 －

   連結子会社株式の取得による支出 △705 △230 △653

   有形固定資産の取得による支出 △2,140 △2,810 △5,259

   有形固定資産の売却による収入 1,323 1,086 1,817

   無形固定資産の取得による支出 △5,948 △9,718 △11,370

   敷金保証金の支払による支出 △29 △199 △999

   敷金保証金の回収による収入 230 208 1,512

   繰延資産の取得による支出 △0 － △0

   貸付による支出 △13 △102 △440

   貸付金の回収による収入 20 2 442

   その他 1,603 △915 1,180

   利息及び配当金の受取額 993 737 2,842

  投資活動によるキャッシュ・フロー 907 △12,782 55,069
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前中間連結会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成20年１月１日 

至 平成20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19年１月１日 

至 平成19年12月31日 

区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

 Ⅲ 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 △32,113 △33,023 △66,389

   コマーシャル・ペーパーの純増減額 8,300 19,100 △5,200

   長期借入による収入 4,706 93,380 37,004

   長期借入金の返済による支出 △31,878 △55,087 △83,105

   社債の償還による支出 － △2,495 －

   社債の発行による収入 － 9,863 3,000

   株式の発行による収入 257 66 318

   セール・アンド・リースバックによる収

入 
－ 778 3,047

   リース債務の返済による支出 － △362 △139

   利息の支払額 △929 △847 △1,483

   少数株主の増資引受による収入 92 533 328

   少数株主の出資金払込による収入 40 － 40

   少数株主への出資金払戻による支出 △85 － △85

   配当金の支払額 △644 △1,287 △648

   少数株主への配当金の支払額 △265 △292 △315

   その他 － － △0

  財務活動によるキャッシュ・フロー △52,520 30,326 △113,627

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 638 △260 233

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △19,527 △12,716 △15,358

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 89,219 73,860 89,219

 Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減

少額 
－ △7 －

 Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
69,691 61,136 73,860
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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の変更 

（会計処理方法の変更） 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日  
 至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日  
 至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年１月１日  
 至 平成19年12月31日） 

（有形固定資産の減価償却の処理方

法） 

当中間連結会計期間より、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改正

する法律 平成 19 年３月 30 日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月

30 日 政令第 83 号））に伴い、平成

19 年４月１日以降取得資産の減価償

却限度額の計算方法については、改

正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

なお、この変更に伴う影響額は軽

微であります。 

 

（リース取引に関する会計基準） 

「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 改正平成 19

年３月30日 企業会計基準第13号）

及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会

改正平成 19 年３月 30 日 企業会計

基準適用指針第 16 号）が平成 19 年

４月１日以後に開始する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用でき

ることになったことに伴い、当中間

連結会計期間から同会計基準及び同

適用指針を早期適用しております。

これによる資産、負債及び損益に

与える影響額は軽微であります。 

（有形固定資産の減価償却の処理方

法） 

当連結会計年度より、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、平成19年４月

１日以降取得資産の減価償却限度額

の計算方法については、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しており

ます。 

なお、この変更に伴う影響額は軽

微であります。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間連結会計期間より「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議会 

平成 15 年 10 月 31 日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年 12月 27日 企

業会計基準第７号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年 12月 27日 終改

正平成18年 12月 22日 企業会計基

準適用指針第 10 号）を適用しており

ます。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。 

（中間連結貸借対照表） 

「連結調整勘定」は、当中間連結

会計期間より「のれん」として表示

しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算

書） 

「連結調整勘定償却額」は、当中

間連結会計期間より「のれん償却額」

として表示しております。 

（金融商品取引責任準備金） 

従来、一部の連結子会社にて、旧

証券取引法第 51 条及び旧「証券会社

に関する内閣府令」第 35 条に基づき

計上しておりました「証券取引責任

準備金」は、金融商品取引法施行に

伴い、当中間連結会計期間より、同

法第 46 条の 5 及び「金融商品取引業

等に関する内閣府令」第 175 条に基

づき「金融商品取引責任準備金」と

して計上する方法に変更しておりま

す。 

これによる損益に与える影響額は

軽微であります。 

（企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度より「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 終改正平成19

年11月15日 改正企業会計基準適用

指針第10号）を適用しております。

連結財務諸表規則の改正による連

結財務諸表の表示に関する変更は以

下のとおりであります。 

（連結貸借対照表） 

「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当連結会計年度より「のれん」

として表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

「連結調整勘定償却額」は、当連

結会計年度より「のれん償却額」と

して表示しております。 
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（表示方法の変更） 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
  至 平成20年６月30日） 

(中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間で表示していた「買掛金」は、当

中間連結会計期間においては、「支払手形及び買掛金」

に含めて表示しております。 

「証券業における有価証券担保借入金」は、前中間連

結会計期間において「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重要性が増したた

め、区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間

の「証券業における有価証券担保借入金」の金額は

17,071百万円であります。 

前中間連結会計期間で表示していた「退職給付引当

金」及び「役員退職慰労引当金」は、金額的に重要性が

乏しいため、当中間連結会計期間より固定資産の「引当

金」として以下の通り集約表示しております。 

 

   退職給付引当金    170百万円 

   役員退職給付引当金   25百万円 

   引当金 計      195百万円 

 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間で流動負債の「その他」にて表示

していた「コマーシャル・ペーパー」は、金額的重要性

が増したため、当中間連結会計期間より、区分掲記して

おります。 

なお、前中間連結会計期間の「コマーシャル・ペーパ

ー」は19,800百万円であります。 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間で営業外収益にて表示していた

「受取利息及び受取配当金」については、金額的重要性

が増したため、当中間連結会計期間よりそれぞれ区分掲

記し、「受取利息」及び「受取配当金」として表示してお

ります。 

なお、前中間連結会計期間の「受取利息」は139百万円、

「受取配当金」は556百万円であります。 

前中間連結会計期間で特別損失にて表示していた「リ

ース解約損」については、金額的重要性が乏しいため、

当中間連結会計期間より特別損失の「その他」に含めて

表示しております。 

なお、当中間連結会計期間の「リース解約損」は151

百万円であります。 

前中間連結会計期間で特別損失の「その他」にて表示

していた「投資有価証券評価損」については、金額的重

要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記し

ております。 

なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券評価損」

は10百万円であります。 

 

 

(中間連結損益計算書) 

「減損損失」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

会計期間において特別損失の100分の10を超え金額的重

要性が増したため、区分掲記しております。なお、前中

間連結会計期間の「減損損失」の金額は420百万円であ

ります。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「有

価証券貸借取引受入金の増減額」については、当中間連

結会計期間において重要性が増したため、区分掲記して

おります。 

なお、前中間連結会計期間の「有価証券貸借取引受入

金の増減額」の金額は25,302百万円であります。 

 

 

なお、上記会計処理方法の変更及び表示方法の変更以外は、 近の有価証券報告書（平成20年３月28日

提出）における記載から重要な変更が無いため、開示を省略しております。 
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（セグメント情報） 

【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19年１月１日 至 平成19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

 

通信事業 計  
消去又は 

全社  
連結 

 

売上高    

 外部顧客に対す
る売上高 

34,797 35,717 3,920 5,742 15,273 3,480 － 98,931 － 98,931

 セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

844 279 3,343 259 1 363 － 5,092 （5,092） －

計 35,642 35,997 7,264 6,001 15,274 3,844 － 104,024 （5,092） 98,931

営業費用 25,876 36,327 7,102 3,286 12,387 4,461 － 89,442 （3,973） 85,468

営業利益又は営
業損失(△) 

9,765 △330 161 2,715 2,887 △616 － 14,582 （1,119） 13,463

 

当中間連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20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

 

通信事業 計  
消去又は 

全社  
連結 

 

売上高    

 外部顧客に対
する売上高 

43,013 32,718 4,384 7,251 12,644 3,786 18,014 121,814 － 121,814

 セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

539 371 2,637 187 0 231 1 3,969 （3,969） －

計 43,553 33,090 7,022 7,438 12,645 4,017 18,016 125,783 （3,969） 121,814

 営業費用 33,903 28,093 7,123 4,689 10,570 4,703 18,004 107,088 （3,540） 103,547

 営業利益又は
営業損失(△) 

9,649 4,996 △100 2,749 2,074 △685 11 18,695 （428） 18,266

 

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19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 
(百万円) 

トラベル
事業 

 

証券
事業 

 

プロス
ポーツ
事業

 

通信事業 計 
 

消去又は 

全社  
連結 

 

売上高    

 外部顧客に対す
る売上高 

75,512 70,195 7,510 12,909 30,556 7,553 9,700 213,938 － 213,938

 セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,367 902 7,168 451 1 692 0 10,584 （10,584） －

計 76,879 71,098 14,678 13,361 30,557 8,245 9,700 224,523 （10,584） 213,938

営業費用 57,337 96,273 15,041 7,357 24,811 9,082 10,095 220,000 （6,180） 213,819

営業利益又は営
業損失(△) 

19,541 △25,175 △362 6,004 5,746 △836 △394 4,523 （4,404） 118

（注）１ 事業区分の新設 

セグメントについては、「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」及び「プロスポーツ事業」に加え、平成 19 年９月末でのフュージョン・

コミュニケーションズ(株)の新規連結等による通信事業への事業領域拡大に伴い、前連結会計年度より

「通信事業」を新設しております。 

したがいまして、前中間連結会計期間につきましては、「通信事業」に関する数値の記載はございま
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せん。 

 

２ 広告売上高の計上方法について 

従来、ポータル・メディア事業(以下ＰＭ事業)が販売活動を担うセグメント(以下販売セグメント)を

経由して外部販売する広告については、ＰＭ事業においては外部販売額をセグメント間売上として計上

し、販売セグメントにおいては外部に広告販売した額を当該セグメントの売上として計上しておりまし

たが、当中間連結会計期間より、広告外部販売額のうちの広告媒体価格をＰＭ事業の売上として計上し、

販売マージン相当額を販売セグメントの売上高として計上する方法に変更いたしました。 

また、従来はＰＭ事業と販売セグメントの売上に対応するセグメント間費用を直課しておりましたが、

この売上計上方法の変更に伴いセグメント間費用の直課の必要がなくなりました。 

この変更は、収益管理体制を整備強化したことに伴い、広告販売における各セグメントの役割および

売上への貢献度を明確に表示するために行なわれたものです。 

なお、この変更により、ＰＭ事業の外部売上が 458 百万円増加、セグメント間の内部売上高及び振替

高が 750 百万円減少、セグメント間営業費用が 292 百万円減少致します。一方、販売セグメントにおい

ては外部売上高が 458 百万円減少し、セグメント間営業費用が同額減少するため、各セグメントの営業

損益への影響はありません。 

 

３ 各区分に属する主要なサービス等 

事業区分 主要なサービス等 

ＥＣ事業 インターネット・ショッピング・モール（『楽天市場』）の運営 
個人向けオークション・サイト（『楽天オークション』）の運営 
企業向けサービス取引市場（『楽天ビジネス』）の運営 
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 
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 
インターネット上のゴルフ場予約サイト（『楽天ＧＯＲＡ』）の運営 
オンライン DVD・CD レンタル事業 
『楽天ダイニング』などのクラブマーケティング事業 
パフォーマンス・マーケティング・サービスの提供 
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 

クレジット･ペイメント事業 個人向けカードローン事業 

クレジットカードサービス事業 

バンキング事業（㈱東京都民銀行 楽天支店） 

ポータル・メディア事業 検索機能などを備えたポータルサイト（『Infoseek』）の運営 
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 
総合データベース・マーケティング事業 

広告事業 

トラベル事業 インターネット上の宿泊予約、総合旅行サイト（『楽天トラベル』）の運営

証券事業 オンライン証券取引サービスの運営 

プロスポーツ事業 プロ野球球団『東北楽天ゴールデンイーグルス』の運営 

『東北楽天ゴールデンイーグルス』関連商品の企画・販売 

通信事業 中継電話サービス、ＩＰ加入電話サービス等 

 

４ 配賦不能営業費用について 

（前中間連結会計期間） 

配賦不能営業費用は1,121百万円ありますが、その主なものは、本社の外形標準課税に基づく税金費用など、

セグメントへ直課できない本社費用であります。 

（当中間連結会計期間） 

配賦不能営業費用は776百万円ありますが、その主なものは、本社の外形標準課税に基づく税金費用など、

セグメントへ賦課できない本社費用であります。 

（前連結会計年度） 

配賦不能営業費用は3,501百万円ありますが、その主なものは、本社の外形標準課税に基づく税金費用や10

周年記念事業関連費用など、セグメントへ賦課できない本社費用であります。 
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【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。 

 

【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。 

 



 

楽天株式会社 （4755）平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日) 

 

１株当たり純資産額 14,990円89銭 

１株当たり中間純利益
金額 

445円00銭 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

442円61銭 

  

 

１株当たり純資産額 13,955円73銭

１株当たり中間純利益
金額 

557円71銭

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額

555円01銭

  

 

１株当たり純資産額 14,212円68銭

１株当たり当期純利益
金額 

2,825円95銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

2,813円32銭

  
   

(注) 1.  期中の平均株式数については日割りにより算出しております。 

2．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、下記のとおりであります。 

項目 
前中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日

 至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

 中間（当期）純利益（百万円） 5,803 7,293 36,898

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

 普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 5,803 7,293 36,898

 普通株式の期中平均株式数（千株） 13,040 13,076 13,057

 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中間（当期）純利益調整額

の主要な内訳 
 

  関係会社の発行したストック・オプションに

よる希薄化効果相当額（百万円） 
△6 △6 △5

 中間（当期）純利益調整額（百万円） △6 △6 △5

 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（千株） 54 52 56
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 前中間連結会計期間

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日  

 至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日）

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）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

①当社の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成16年３月30日 

定時株主総会決議 

35,730株

平成17年３月30日 

定時株主総会決議 

56,410株

平成18年３月30日 

定時株主総会決議 

44,340株

①当社の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成16年３月30日 

定時株主総会決議 

35,730株 

平成17年３月30日 

定時株主総会決議 

56,410株 

平成18年３月30日 

定時株主総会決議 

44,340株 

①当社の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成16年３月30日 

定時株主総会決議 

35,730株

平成17年３月30日 

定時株主総会決議 

56,410株

平成18年３月30日 

定時株主総会決議 

44,340株

 ②連結子会社楽天証券

㈱の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成17年９月13日 

臨時株主総会決議 

280株

②連結子会社楽天証券

㈱の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成17年９月13日 

臨時株主総会決議 

226株 

②連結子会社楽天証券

㈱の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成17年９月13日 

臨時株主総会決議 

250株

 ③連結子会社楽天KC㈱

の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成17年６月17日 

定時株主総会決議 

880株

③連結子会社楽天KC㈱

の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成17年６月17日 

定時株主総会決議 

880株 

③連結子会社楽天KC㈱

の新株予約権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成17年６月17日 

定時株主総会決議 

880株

 ④連結子会社楽天KC㈱の

第一回第一種優先株式 

12,500株

⑤連結子会社楽天KC㈱の

第一回第二種優先株式 

12,500株

④連結子会社楽天KC

㈱の第１回第一種優

先株式 

12,500株 

⑤連結子会社楽天KC

㈱の第１回第二種優

先株式 

12,500株 

 

④連結子会社楽天KC㈱

の第１回第一種優先株

式 

12,500株

⑤連結子会社楽天KC㈱

の第１回第二種優先株

式 

12,500株
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 前中間連結会計期間
（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日  

 至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日）

  ⑥連結子会社フュージ

ョン・コミュニケーシ

ョンズ㈱の第１回新株

引受権 

旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権 

平成12年11月20日 

臨時株主総会決議 

1,615株 

⑦連結子会社フュージ

ョン・コミュニケーシ

ョンズ㈱の第１回、第

２回及び第３回無担保

新株引受権付社債 

旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権 

平成13年６月26日 

定時株主総会決議 

1,570株 

⑧連結子会社フュージ

ョン・コミュニケーシ

ョンズ㈱の第１回新株

予約権 

旧商法第280条ノ20の

規定に基づく新株引受

権 

平成14年６月28日 

定時株主総会決議 

755株 

⑨連結子会社フュージ

ョン・コミュニケーシ

ョンズ㈱の第２回新株

予約権 

旧商法第280条ノ20の

規定に基づく新株引受

権 

平成15年６月30日 

定時株主総会決議 

126株 

 

 

 

 

 

 

 

⑥連結子会社フュージ

ョン・コミュニケーシ

ョンズ㈱の第１回新株

引受権 

旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権 

平成12年11月20日 

臨時株主総会決議 

1,615株

⑦連結子会社フュージ

ョン・コミュニケーシ

ョンズ㈱の第１回、第

２回及び第３回無担保

新株引受権付社債 

旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権 

平成13年６月26日 

定時株主総会決議 

1,570株

⑧連結子会社フュージ

ョン・コミュニケーシ

ョンズ㈱の第１回新株

予約権 

旧商法第280条ノ20の

規定に基づく新株引受

権 

平成14年６月28日 

定時株主総会決議 

855株

⑨連結子会社フュージ

ョン・コミュニケーシ

ョンズ㈱の第２回新株

予約権 

旧商法第280条ノ20の

規定に基づく新株引受

権 

平成15年６月30日 

定時株主総会決議 

126株
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 前中間連結会計期間
（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日  

 至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日）

⑩連結子会社㈱カサレ

アルの第1回新株引受

権付無担保社債 

旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権 

平成13年５月15日 

臨時株主総会決議 

800株 

⑪連結子会社㈱カサレ

アルの第１回新株予約

権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成14年６月22日 

定時株主総会決議 

71株 

⑫連結子会社㈱カサレ

アルの第２回新株予約

権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成15年６月28日 

定時株主総会決議 

20株 

⑬連結子会社㈱カサレ

アルの第３回新株予約

権 

旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定

に基づくストック・オ

プション 

平成17年６月24日 

定時株主総会決議 

176株 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日) 

１ 重要な子会社等の株式の売却 

当社は持分法適用関連会社である

Ctrip.com International, Ltd.(米

国Nasdaq市場上場、以下「Ctrip」)

の当社保有普通株式の全数を売却し

ました。詳細は下記のとおりです。 

(1) 売却の理由 

当社は、平成 16 年６月に、中国で

高い知名度を有する総合旅行サイト

『Ctrip.com』を運営する Ctrip の

成長性・収益性に期待し、同社への

出資を行いました。約３年を経て

Ctrip は中国での宿泊・航空券予約

事業で高い成長を果たしております

が、当社は、Ctrip との協議の結果、

これまでのような資本関係がなくと

も、更にサービス面等での連携強化

が可能であり、売却についても今が

適切な時期であるとの判断もあり、

今般、Ctrip 株の売却を行いました。

当社グループは、従来どおり Ctrip

と良好な関係を維持してまいりま

す。 

(2) 売却する相手会社の名称 

米国を中心とした海外市場にお

ける売出しであります。 

(3) 売却の時期（日本時間） 

引受契約締結 

平成19年８月10日 

受渡期日 

平成19年８月15日 

(4) 当該会社の名称、事業内容及び

当社グループとの取引内容 

①名称 

Ctrip.com International,Ltd. 

②事業内容 

旅行サイトの運営 

③当社グループとの取引内容 

取引関係はありません。 

(5) 売却する株式の数、売却価額、

売却損益及び売却後の持分比率 

①売却株式数 

普通株式 6,645,000株 

②売却価額 

57,501百万円 

（算出レート： 

1米ドル＝117.99円） 

 

１ 重要な契約の締結 

当社はイーバンク銀行株式会社と

の間で、資本・業務提携に関する基

本合意書に調印しました。 

当社は、インターネット専業銀行

であるイーバンク銀行と提携するこ

とにより、顧客利便性の高い決済な

どの金融サービスの提供や商品・サ

ービス開発が可能となると考えてお

ります。検討中の資本・業務提携の

内容は、次の通りです。 

(1)両社の持つネットビジネスの強

みを活かした、以下の分野における

提携内容、推進体制の協議開始 

・顧客利便性の高い決済サービス 

 の提供 

・相互の顧客紹介による戦略的な 

 マーケティング 

・新たな金融商品・金融サービス 

 の開発 

(2)第三者割当により発行されるイ

ーバンク銀行優先株式の楽天による

引受 

具体的な株数・金額等は今後協議

いたしますが、平成 20 年 9 月末ま

でに総額200億円程度の引受を予定

しております。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日) 

③売却損益 

53,829 百万円 

(連結上の調整により、個別上の

売却利益とは差異があります) 

④売却後の持分比率 

０％ 

(6) その他重要な特約等 

該当事項はありません。 

 

２ 企業結合に関する重要な後発事

象等 

(1) 被取得企業の名称及びその事業

の内容、企業結合を行った主な理

由、企業結合日、企業結合の法的

形式、結合後企業の名称及び取得

した議決権比率 

① 被取得企業の名称及びその事業

の内容 

被取得企業の名称 

フュージョン・ 

コミュニケーションズ株式会社 

事業の内容 

電気通信事業 

② 企業結合を行った主な理由 

日本では、ブロードバンド通信環

境の急速な発展により、音声通話や

インスタントメッセンジャーなどの

インターネット上で行う双方向型リ

アルタイム・コミュニケーションが

普及しつつあります。こうした動き

を受け、当社グループはインターネ

ット・サービスとしての双方向型リ

アルタイム・コミュニケーションサ

ービスを強化し楽天経済圏の拡大を

図るべく、ＩＰ電話事業で高い技術

力と安定した運用力のあるフュージ

ョンの株式を東京電力株式会社から

取得することとしました。当社グル

ープの持つインターネット上のweb

を利用した幅広いサービスに加え、

インターネットの外につながる音声

（voice）通話サービスを組み合わせ

た“web＋voice”サービス、例えば、

カスタムメイドされたオリジナル

な、メッセンジャーサービスや音声

通話を利用した成果報酬型広告（Pay 

Per Call）などのサービス展開を検

討してまいります。またこれらによ

り、従来、インターネット上での“オ

ン”ラインサービスでは取り込めて 
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日) 

いなかった“オフ”ラインユーザー

とのコミュニケーションを可能とす

ることで、楽天経済圏の新たな展開

を図ってまいります。 

他方、フュージョンにとっては、

楽天グループ会員約3,700万人及び

法人取引先約27万社の顧客基盤とそ

れに基づくマーケティング手法を活

用した収益力の強化及び効率化を図

ることが可能となります。フュージ

ョンと当社グループとの相乗効果

が、両社の業績向上及び企業価値の

向上に貢献すると考えております。 

③ 企業結合の法的方式 

株式取得 

④ 結合後企業の名称 

変更はございません。 
⑤ 取得する議決権比率 

65.94％ 
⑥ 企業結合日 

平成19年８月７日 
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（開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション、企業結合等に関する注記事項について

は、重要性に鑑み中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しておりま

す。 
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中間財務諸表等 
中間貸借対照表 

前中間会計期間末 

平成19年６月30日現在

当中間会計期間末 

平成20年６月30日現在 

前事業年度 

要約貸借対照表 

平成19年12月31日現在科  目 

金額 

（百万円）

構成比

（％）

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

       

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  13,844 6,708  6,460 

 ２ 売掛金  12,235 15,959  16,704 

 ３ たな卸資産  157 360  256 

 ４ その他  19,389 26,780  28,382 

   貸倒引当金  △108 △73  △132 

   流動資産合計  45,518 12.6 49,734 11.2 51,670 13.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産  6,164 1.7 6,113 1.4 6,856 1.8

 ２ 無形固定資産  7,871 2.2 10,141 2.3 8,565 2.2

 ３ 投資その他の資産    

   (1)投資有価証券  3,045 64,908  77,765 

   (2)関係会社株式  206,870 216,221  215,111 

   (3)関係会社長期貸付金  91,063 95,834  30,753 

   (4)その他  4,031 3,712  3,574 

     貸倒引当金  △280 △459  △341 

     投資損失引当金  △2,324 △3,386  △2,882 

   投資その他の資産合計  302,404 83.5 376,829 85.1 323,980 82.8

   固定資産合計  316,441 87.4 393,084 88.8 339,401 86.8

資産合計  361,960 100.0 442,819 100.0 391,072 100.0
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前中間会計期間末 

平成19年６月30日現在

当中間会計期間末 

平成20年６月30日現在 

前事業年度 

要約貸借対照表 

平成19年12月31日現在科  目 

金額 

（百万円）

構成比

（％）

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

       

（負債の部）    

 Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  222 1,425  1,863 

 ２ コマーシャル・ペーパー  － 5,000  － 

 ３ 短期借入金  28,900 44,510  38,900 

 ４ 未払金及び未払費用  7,203 7,490  8,764 

 ５ 未払法人税等  1,041 3,130  14,202 

 ６ 前受金  3,059 3,647  3,200 

 ７ ポイント引当金  4,153 5,865  5,034 

 ８ その他の引当金  425 886  622 

 ９ その他  9,607 15,298  14,787 

   流動負債合計  54,613 15.1 87,254 19.7 87,376 22.3

 Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  8,000 14,000  6,000 

 ２ 長期借入金  40,400 86,500  33,450 

 ３ 繰延税金負債  8,880 596  5,838 

 ４ その他  － 2  － 

   固定負債合計  57,280 15.8 101,099 22.8 45,288 11.6

負債合計  111,894 30.9 188,353 42.5 132,664 33.9
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前中間会計期間末 

平成19年６月30日現在

当中間会計期間末 

平成20年６月30日現在 

前事業年度 

要約貸借対照表 

平成19年12月31日現在科  目 

金額 

（百万円）

構成比

（％）

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

（純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  107,423 29.7 107,487 24.3 107,453 27.5

 ２ 資本剰余金    

  (1)資本準備金  71,181 71,245  71,212 

  (2)その他資本剰余金  45,572 45,572  45,572 

資本剰余金合計  116,754 32.3 116,817 26.4 116,784 29.9

 ３ 利益剰余金    

  (1)その他利益剰余金    

    特別償却準備金  3 －  － 

    繰越利益剰余金  24,572 40,643  37,123 

利益剰余金合計  24,575 6.8 40,643 9.2 37,123 9.5

 ４ 自己株式  △10 △0.0 △10 △0.0 △10 △0.0

株主資本合計  248,742 68.7 264,937 59.8 261,350 66.8

 Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金  1,253 △10,655  △3,069 

評価・換算差額等合計  1,253 0.3 △10,655 △2.4 △3,069 △0.8

 Ⅲ 新株予約権  70 0.0 184 0.0 127 0.0

純資産合計  250,066 69.1 254,466 57.5 258,408 66.1

負債純資産合計  361,960 100.0 442,819 100.0 391,072 100.0
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中間損益計算書 

前中間会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日 

前事業年度 

要約損益計算書 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日 
科  目 

金 額 

（百万円）

百分比

（％）

金 額 

（百万円）

百分比 

（％） 

金 額 

（百万円） 

百分比

（％）

       

Ⅰ 売上高  28,403 100.0 41,890 100.0 61,630 100.0

Ⅱ 売上原価  1,134 4.0 7,625 18.2 3,816 6.2

  売上総利益  27,268 96.0 34,265 81.8 57,813 93.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  16,603 58.5 23,639 56.4 39,342 63.8

   営業利益  10,665 37.5 10,625 25.4 18,471 30.0

Ⅳ 営業外収益  2,329 8.2 1,265 3.0 2,993 4.9

Ⅴ 営業外費用  669 2.4 1,823 4.4 1,733 2.8

  経常利益  12,325 43.4 10,068 24.0 19,731 32.0

Ⅵ 特別利益  3 0.0 1 0.0 45,804 74.3

Ⅶ 特別損失  3,466 12.2 1,958 4.7 32,791 53.2

  税引前中間（当期）純利益  8,862 31.2 8,111 19.4 32,744 53.1

  法人税、住民税及び事業税  1,265 2,769  14,228 

  法人税等調整額  2,901 514  1,272 

  中間（当期）純利益  4,695 16.5 4,827 11.5 17,243 28.0
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中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日)               （単位：百万円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

資本金 
資本準備金 

その他資本

剰余金 

資本剰余

金合計 特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年12月31日残高 107,294 68,371 45,567 113,939 6 20,524 20,530 △11 241,752

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行 128 128 128   257

 株式交換による変動額  2,681 4 2,686  0 2,687

 剰余金の配当   △650 △650  △650

 特別償却準備金の取崩   △3 3 －  －

 中間純利益   4,695 4,695  4,695

 株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

    

中間会計期間中の変動額

合計 
128 2,810 4 2,815 △3 4,047 4,044 0 6,989

平成19年６月30日残高 107,423 71,181 45,572 116,754 3 24,572 24,575 △10 248,742

(単位：百万円) 

評価・換算差額等 

項 目 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年12月31日残高 1,784 1,784 10 243,547

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  257

 株式交換による変動額  2,687

 剰余金の配当  △650

 特別償却準備金の取崩  －

 中間純利益  4,695

 株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△530 △530 59 △470

中間会計期間中の変動額

合計 
△530 △530 59 6,518

平成19年６月30日残高 1,253 1,253 70 250,066
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当中間会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日)               （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

項 目 
資本金 

資本準備金
その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成19年12月31日残高 107,453 71,212 45,572 116,784 37,123 37,123 △10 261,350

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 33 33 33   66

 剰余金の配当  △1,307 △1,307  △1,307

 中間純利益  4,827 4,827  4,827

 株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額

合計 
33 33 － 33 3,520 3,520 － 3,586

平成20年６月30日残高 107,487 71,245 45,572 116,817 40,643 40,643 △10 264,937

(単位：百万円) 

評価・換算差額等 

項 目 
その他有価証 

券評価差額金 
評価・換算差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年12月31日残高 △3,069 △3,069 127 258,408

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  66

 剰余金の配当  △1,307

 中間純利益  4,827

 株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△7,585 △7,585 56 △7,529

中間会計期間中の変動額

合計 
△7,585 △7,585 56 △3,942

平成20年６月30日残高 △10,655 △10,655 184 254,466
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前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日)                 （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

資本金 
資本準備金 

その他資本

剰余金 

資本剰余

金合計 特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年12月31日残高 107,294 68,371 45,567 113,939 6 20,524 20,530 △11 241,752

事業年度中の変動額     

 新株の発行 159 159 159   318

 株式交換による変動額  2,681 4 2,686  0 2,687

 剰余金の配当   △650 △650  △650

 当期純利益   17,243 17,243  17,243

 自己株式の取得    △0 △0

 特別償却準備金の取崩   △6 6 －  －

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純

額） 

    

事業年度中の変動額合計 159 2,841 4 2,845 △6 16,598 16,592 0 19,597

平成19年12月31日残高 107,453 71,212 45,572 116,784 － 37,123 37,123 △10 261,350

  (単位：百万円) 

評価・換算差額等 

項 目 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年12月31日残高 1,784 1,784 10 243,547

事業年度中の変動額  

 新株の発行  318

 株式交換による変動額  2,687

 剰余金の配当  △650

 当期純利益  17,243

 自己株式の取得  △0

 特別償却準備金の取崩  －

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純

額） 

△4,854 △4,854 117 △4,736

事業年度中の変動額合計 △4,854 △4,854 117 14,861

平成19年12月31日残高 △3,069 △3,069 127 258,408
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（その他） 

（要約）四半期連結損益計算書 

第２四半期連結会計期間 （平成20年４月１日～平成20年６月30日）       

前年同四半期 

平成19年12月期 

第２四半期会計期間 

当四半期 

平成20年12月期 

第２四半期会計期間 

増   減 
科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率

  （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 

Ⅰ 売上高  50,497 100.0 62,291 100.0 11,793 23.4

Ⅱ 売上原価  7,246 14.3 13,801 22.2 6,555 90.5

   売上総利益  43,251 85.7 48,489 77.8 5,238 12.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 広告宣伝費及び販売促進費  3,295 3,580  285 

 ２ 人件費  6,323 8,635  2,311 

 ３ 減価償却費  1,865 2,783  918 

 ４ 通信費及び保守費  2,785 3,411  626 

 ５ 委託費及び外注費  5,019 5,902  883 

 ６ 貸倒関連費用  6,891 4,207  △2,684 

 ７ その他  9,776 8,916  △859 

  販売費及び一般管理費合計  35,956 71.2 37,436 60.1 1,480 4.1

   営業利益  7,294 14.4 11,053 17.7 3,758 51.5

Ⅳ 営業外収益    

  １ 受取利息及び受取配当金  549 519  △29 

 ２ 有価証券売却益  0 －  △0 

 ３ 為替差益  258 22  △235 

 ４ 持分法による投資利益  250 －  △250 

 ５ その他  187 212  24 

   営業外収益合計  1,247 2.5 754 1.2 △492 △39.5

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  417 433  15 

 ２ 支払手数料  366 802  436 

 ３ 持分法投資損失  － 31  31 

 ４ その他  51 137  85 

   営業外費用合計  835 1.7 1,404 2.3 569 68.1

   経常利益  7,705 15.3 10,402 16.7 2,697 35.0
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前年同四半期 

平成19年12月期 

第２四半期会計期間 

当四半期 

平成20年12月期 

第２四半期会計期間 

増   減 
科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率

  （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益  － 46  46 

 ２ 持分変動利益  82 17  △65 

 ３ 投資有価証券売却益  3 －  △3 

 ４ その他の関係会社有価証券売却益 70 －  △70 

 ５ 投資有価証券受贈益  － 117  117 

 ６ 金融商品取引責任準備金戻入益  － 890  890 

 ７ その他  43 33  △10 

   特別利益合計  200 0.4 1,104 1.8 903 451.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損  17 727  709 

２ 証券取引責任準備金繰入額  206 －  △206 

３ リース解約損  439 －  △439 

４ 投資有価証券評価損  － 155  155 

５ 保守契約解約損  395 －  △395 

６ 過年度持分法投資損益修正損  467 －  △467 

７ 減損損失  430 45  △384 

８ その他  238 683  444 

   特別損失合計  2,196 4.3 1,611 2.6 △584 △26.6

税金等調整前四半期純利益 5,709 11.3 9,895 15.9 4,185 73.3

  法人税、住民税及び事業税  2,638 2,624  △13 

  法人税等調整額  △408 1,944  2,352 

   法人税等合計  2,229 4.4 4,569 7.3 2,339 104.9

   少数株主損失(△) △156 △0.3 △77 △0.1 79 －

四半期純利益 3,636 7.2 5,403 8.7 1,767 48.6
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 
前第２四半期連結会計期間（自 平成19年４月1日 至 平成19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
通信事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高  

 外部顧客に対

する売上高 
17,910 17,707 1,861 3,000 7,352 2,664 － 50,497 － 50,497

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

414 234 1,738 115 0 217 － 2,720 (2,720) － 

計 18,325 17,941 3,600 3,116 7,353 2,881 － 53,217 (2,720) 50,497

営業費用 13,019 17,922 3,639 1,692 5,817 2,604 － 44,695 (1,492) 43,203

営業利益又は営

業損失（△） 
5,306 18 △39 1,423 1,535 277 － 8,522 (1,227) 7,294

 
 
 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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
通信事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高 

 外部顧客に対

する売上高 
22,192 16,237 2,047 3,659 6,325 2,827 9,000 62,291 －  62,291

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

247 216 1,338 73 △0 112 1 1,988 (1,988) － 

計 22,439 16,454 3,385 3,733 6,324 2,940 9,001 64,280 (1,988) 62,291

営業費用 16,828 13,986 3,538 2,311 5,115 2,537 8,819 53,137 (1,899) 51,238

営業利益又は営

業損失（△） 
5,611 2,467 △152 1,421 1,209 402 182 11,142 (89) 11,053

（注）１ 事業区分の新設 

セグメントについては、「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」及び「プロスポーツ事業」に加え、平成 19 年９月末でのフュージョン・

コミュニケーションズ(株)の新規連結等による通信事業への事業領域拡大に伴い、「通信事業」を新設

しております。 

したがいまして、前第２四半期連結会計期間につきましては、「通信事業」に関する数値の記載はご

ざいません。 

 

２ 広告売上高の計上方法について 

従来、ポータル・メディア事業(以下ＰＭ事業)が販売活動を担うセグメント(以下販売セグメント)を

経由して外部販売する広告については、ＰＭ事業においては外部販売額をセグメント間売上として計上

し、販売セグメントにおいては外部に広告販売した額を当該セグメントの売上として計上しておりまし

たが、当中間連結会計期間より、広告外部販売額のうちの広告媒体価格をＰＭ事業の売上として計上し、

販売マージン相当額を販売セグメントの売上高として計上する方法に変更いたしました。 

また、従来はＰＭ事業と販売セグメントの売上に対応するセグメント間費用を直課しておりましたが、

この売上計上方法の変更に伴いセグメント間費用の直課の必要がなくなりました。 

この変更は、収益管理体制を整備強化したことに伴い、広告販売における各セグメントの役割および

売上への貢献度を明確に表示するために行なわれたものです。 
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なお、この変更により、ＰＭ事業の外部売上が 217 百万円増加、セグメント間の内部売上高及び振替

高が 363 百万円減少、セグメント間営業費用が 145 百万円減少致します。一方、販売セグメントにおい

ては外部売上高が 217 百万円減少し、セグメント間営業費用が同額減少するため、各セグメントの営業

損益への影響はありません。 
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