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配置、ロゴザイズ、フォントなど調整しています。
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創業
「楽天市場」サービス開始

株式店頭登録

「楽天トラベル」
「楽天ブックス」サービス開始

「楽天ポイント」サービス開始

「楽天証券」前身買収

「楽天カード」発行開始
米LinkShare買収

携帯キャリア事業
（MNO）参入

売上収益１兆円突破
「EARTH MALL with 
Rakuten」オープン

「楽天損保」の前身買収
「ワンデリバリー」構想発表

グローバル電子書籍サービス
および動画配信買収
「楽天生命」前身買収

「楽天Edy」前身買収
英語化移行開始
米仏EC買収

「楽天銀行」前身買収

「台湾楽天市場」開始

楽天エコシステム構想発表

東証一部に市場変更
グローバル動画配信買収

Jリーグ参入

「FCバルセロナ」
とパートナー契約

年間「楽天市場」
流通総額１兆円突破

プロ野球参入

「楽天ポイントカード」発行開始
グローバルメッセージアプリ買収
「ラクマ」サービス開始
米キャッシュバックEC買収

* 2011年度から国際会計基準（IFRS)を適用。2013年以前は関連セグメントの合算値。「その他」にはコミュニケーション＆スポーツ事業、海外事業、投資事業等含む。
* 2019年からモバイル事業を記載。

グローバル流通総額 22.3兆円

売上収益 1.5兆円

楽天の成長と革新の軌跡
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配置を少し調整しています。
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世界最大の小売業者

日本最大の物流・
郵便貯金銀行

日本を代表するインターネット
およびテクノロジー企業

世界の3大経済圏のリーディング企業

デザイン調整しています。

中国を代表するインターネット
およびテクノロジー企業



広告

決済

商品

120.8

住宅

59.1

医療

51.5

ファイナンス・保険

50.4

ライフ・レジャー

通信

運送

10.1

教育

8.3

エコシステムの要となるモバイルに2,420億円を投資

背景やロゴをいくつか差し替えてます。

モバイル

Ichiba

(Airweave 等)

日本の最終消費352兆円



第三者割当の概要

三木谷家

調達資金の額： 2,423億円
発行新株式数及び処分自己株式数： 211,656,500
うち発行新株式数： 139,737,600
うち処分自己株式数： 71,918,900

希薄化率: 13.4%*

1,500億円 166億円657億円 100億円

デザイン調整しています。

*本第三者割当後発行済株式総数（自己株式を除く）ベース：13.4%  = 本第三者割当により割り当てる株式数 /（本第三者割当後発行済株式総数 - 本第三者割当後自己株式総数）
*本第三者割当前議決権総数ベース：15.5% = 本第三者割当により増加する議決権個数 / 本第三者割当前議決権総数



第三者割当の戦略的合理性

デザイン調整しています。

使途
楽天エコシステムの要である楽天モバイル株式会社への
投融資資金に充当

戦略的
合理性

日本郵政／テンセント／ウォルマート/三木谷家による投資

• 日本郵政：物流、フィンテック領域における提携の拡大

• テンセント：デジタルエンターテインメントとEコマースにおける協業
の検討

• ウォルマート：変化するグローバルの小売市場の成長による恩恵

• 楽天CEOによる経営へのコミットメントの強化

▶︎

▶︎



オンライン・オフライン融合
によるシナジーの創出

資本・業務提携におけるビジョン

デザイン調整しています。

オフラインで圧倒的なプレゼンス

• 全世帯へのアクセス
• 全国のリアルネットワーク：

全国2万4千の郵便局
• 約1.2億の通常貯金口座数

オンライン最強のエコシステム

楽天会員数• 1億以上の顧客基盤
累計発行• ポイント２兆ポイント超
70• 以上のサービス提供
国内• EC流通総額4.5兆円
幅広• いフィンテックサービスを提供



デジタル
エンターテイメント
（例：日本のIP /コンテンツを

中国市場に展開）

Eコマース
（例：中国の消費者と日本の

ブランド・店舗を繋ぐ）

新サービス創出の機会

デザイン調整しています。

• 微信＆WeChatのMAUは合計12億人超であ
り、中国のコミュニケーションおよびソー
シャルプラットでNo.1

• ゲーム開発およびパブリッシャーの売上で
世界No.1

• 中国最大のコンテンツライブラリと、活気
に満ちたデジタルコンテンツエコシステム
（文学、アニメ、ビデオ、音楽など）

• モバイル決済サービスDAUでNo.1

• 15億人のメンバーシップがエコシステム内
のEコマース、フィンテック、コンテンツ
を利用

• ジャパンクオリティの高品質な店舗を擁す
る日本最大のEコマースプラットフォーム

• 急速に拡大するモバイルユーザー
• コンテンツ（Rakuten TV）およびソーシャ

ルメディア（Viber）を通じたグローバル
フットプリントの形成



デザイン調整しています。

世界最大• の小売業者
24• か国に10,500の店舗とEコマー
スサイトが存在

• 日本最大のECプラットフォーム
• 膨大なオンライン、オフラインデー

タ×AI

小売業のデジタルトランスフォーメーションの推進

「楽天西友ネットスーパー」
オンライン食料品の成長を目指して

JVを設立（2018）

「楽天DXソリューション」
• 日本の小売業界をデジタル変革するために設立

（2021年）

• 西友株式の20％を取得。ウォルマート（15％保
有）、KKR（65％保有）と共に、西友の変革を目
指す
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Global Innovation Leader
日本の有数のテックカンパニーから

グローバル通信業への進化
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Appendix
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20/6月 20/7月 20/8月 20/9月 20/10月 20/11月 20/12月 21/1月 21/2月

顧客獲得ペースの加速

累計契約申し込み数

100万

143万

250万300万 突破
(2021年3月9日時点)

201万
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44,000 

4G人口カバー率

70%超

電波発射済
基地局数

締結済
基地局数

4G屋外基地局数

4G人口カバー率

96%

密度向上

当初計画

新計画

2020年12月末時点

基地局 の高密度化による通信品質の向上及び今後見込まれる利用者の増加に対応するため、基地局数を44,000局程度まで増加
設備投資額 は4G 6,000億円から30%-40%程度の増加にとどまる見込み

基地局整備・人口カバー率・設備投資額
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楽天モバイル：楽天エコシステムへの貢献

楽天市場における一人当たりの平均月間流通総額

楽天モバイル加入者 楽天モバイル非加入者 * 2

月 月
楽天モバイル加入前

20/6月-20/12月
（楽天モバイル加入後）

19/12月-20/5月 20/6月-20/12月

*1 2019年5月から2020年5月までに楽天市場を利用し、2020年5月に楽天モバイル（MNO）に加入したユーザー

*2 2019年5月から2020年5月1までに楽天市場を利用し、2020年12月時点で楽天モバイルに加入していないユーザー

+44%

+13%



23.4
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本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご了承ください。文中に記載の会社名、製品
名は各社の登録商標または商標です。


