
2019 年第３四半期決算説明会 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. 楽天モバイルが 10 月よりサービスを開始したが、減価償却費、ネットワーク関連

費用など今期 Q4 や来期にかけて費用がどのように増えるかについて教えてほしい。 

A. (廣瀬) 

Q3 では商用化が始まっていないため基地局の償却はまだ発生していない。Q4 からの

減価償却期間についてはソフトウェア関連費用が 4～6 年、ネットワーク資産につい

ては７～10 年を予定している。具体的な費用の規模感については、今後の基地局の建

設状況次第であるため、現時点で申し上げられないが、計画通りに進んでいる。 

A. (三木谷) 

費用に影響を与える変数として、ローミング費用、基地局の建設状況、グランドロー

ンチ時の携帯料金設定という点があるが、足元では想定外の費用増は発生していな

い。 

 

Q. 楽天モバイルの無料サポータープログラムが始まって約１か月経過するが、ソフト

ウェアやハンドオーバーなどの課題とその解決に向けた取組み状況について教えてほ

しい。また今後のグランドローンチの時期や、MVNO からのマイグレーション等のス

ケジュール感について教えてほしい。 

A. (山田) 

KDDI とのローミング接続に関しては、2020 年 4 月に S-10 方式への切り替えを見込

んでおり、ハンドオーバーの課題も解決していくと考えている。 

A. (Tareq) 

ソフトウェアのテストについては 2018 年 12 月から続けており、コアプラットフォ

ームについては、大きな問題は発生していていない。当社は第三者による監査を実施

しており、コアプラットフォームに関する試験・検証をしてキャパシティの確認をし

ているため、テクノロジーの品質については自信をもっている。また、基地局の建設



についても短期間でここまで多くの基地局を建設できた点については自信をもってい

る。 

A. (三木谷) 

グランドローンチのタイミングについては、お客様に満足いただけるサービスの提供

が前提ではあるが、出来るだけ早いグランドローンチを目指している。ユニークなサ

ービスが展開できると思うので、差別化を図って契約者数を増やしていきたい。 

 

Q. インターネットサービスセグメントのその他の赤字 99 億円の内訳を教えてほし

い。マイノリティ投資やリブランディング費用だけでは約 100 億円の赤字にはならな

いと思うので、他に何かあったのか教えてほしい。 

A. (廣瀬) 

Ebates から Rakuten へのリブランディング費用が 22 億円、マイノリティ投資にお

ける損失が 20 億円、その他 Vissel 神戸や NBA 放映権等にかかる損失が主な要因であ

る。ブランド投資および投資事業における損失が主要因であり、その他の事業につい

ては堅調に推移している。 

 

Q.2019 年 10 月からの消費税増税による国内 EC および Fintech 事業への影響につい

て教えてほしい。 

A. (穂坂) 

楽天カードのショッピング取扱高はこれまでも YoY 約+25%度の成長を継続していた

が、Q3 は YoY+28.9%を達成した。9 月単月実績では YoY+36%程度となり、消費

税増税前の駆け込み需要やキャッシュレス還元施策の影響が出た形となった。10 月に

入ってからもショッピング取扱高の成長率は高い水準を継続しており、消費税増税の

反動が出ているということはない。キャッシュレス還元施策は 9 か月間で終わるが、

その後は一番魅力的なカードが引き続き利用されるので、カード会社としての明暗が

分かれると思う。またキャッシュレス対応についてはペイメントのみだと利幅が薄い

ため、クレジットカードと一体で利益を確保していきたい。 

 

2. HSBC 証券 Neal Anderson アナリスト 



Q. モバイルのカバレッジについては、今後空白地帯を埋めながらグランドローンチに

向けた準備を進めていくと思うが、その中での屋内におけるスモールセル戦略につい

て教えてほしい。 

A. (Tareq) 

スモールセルの展開でもっとも革新的なのはこの会場の天井にも付いている小さな箱

である。このプラットフォームは OEM ブランドがついておらず、楽天のエンジニアが

製作し、ハードからコンポーネントまで我々が責任を持って統合している。クアルコム

と共同で発表した世界初のバーチャルスモールセルであり、Wi-Fi と LTE 両方に対応可

能でとてもうまく機能している。 

カバレッジについては、電波発射する基地局について毎日リアルタイムでモニタリング

している。当社はカスタマーレベルでの KPI を追うことができる唯一のオペレーター

であると自負している。すでにローンチした基地局については問題なく稼働し、屋外を

中心に問題なく繋がっている。次のステージとしては、地下等の整備を進めていく。 

A. (三木谷) 

カバレッジエリアの拡大については、モバイル事業のリソースだけでなく楽天が持つ全

てのリソースを活用している。旅行代理店としてホテルとの繋がりや、資本 ・業務提携

しているぐるなびを通じた飲食店との繋がりも活用し、日本中のレストラン内にスモー

ルセルの設置を進めていく。今後半年以内にはネットワークの質もカバレッジも、当社

注力エリアにおいては他の通信会社と同等になると思っている。 

 

Q. 足元 4G ネットワークの構築に注力しているフェーズだと思うが、今後の 5G サー

ビス展開について教えてほしい。 

A. (Tareq) 

これまで 4G ネットワークの構築に注力してきたが、当社の 4G ネットワークは 5G レ

ディのものである。他の通信会社が 5G を展開するのに様々な対応をしなければいけな

い一方、当社は最初から 5G を念頭に置いた整備を進めてきた。他社はバックホールを

整備し、IPv4、IPv6 への移行やクラウド対応しなければいけないが、楽天はスタンド

アローンで運用できるようになる。5G についても期待してお待ちいただきたい。 

 

3. みずほ証券 岩佐慎介アナリスト 



Q. モバイル事業について当初想定よりもローミング依存度が高いがために、変動費が

高くなり黒字化の時期が遅れる可能性があるのか教えてほしい。 

A. (山田) 

ローミング費用は想定内に収まっており、極端に多いということはない。また、ロー

ミングの比率については今が一番高い水準であり、今後下がっていくと見込む。例え

ば、ローミングは地下鉄や地下などで使われることが多いが、地下鉄については当社

も JMCIA（移動通信基盤整備協会）に参加しており、今後は JMCIA で対応する基地

局について、当社でも利用できるようにしていく。 

 

Q. ハンドオーバーの問題については今後楽天の独自アプリ「Link」で解決するとのこ

とだったが、アプリの開発状況について教えてほしい。 

A. (三木谷)  

楽天「Link」は最終チューニングをしている状況であり、出来次第リリースしてい

く。 

 

Q. 基地局については 2019 年 12 月末までに電波発射が 3,000 箇所、電波発射と契

約締結予定で 4,500 箇所、電波発射・契約締結予定・口頭内諾で 6,500 箇所とのこ

とだが、地域は東名阪のみか、それともそれ以外も含めているか。また、人口あたり

の基地局カバー率が他社と比較して低いが、今後加入者が増えたときに問題が起きな

いか、またそれを解決するための技術的な取り組みについて教えてほしい。 

A. (三木谷) 

2019 年 12 月末までに電波発射と契約締結予定で 4,500 箇所、電波発射・契約締結

予定・口頭内諾で 6,500 箇所というのは基本的に東名阪エリアであり、同エリアの屋

外における接続はほぼ 100%に近づく。一方で、今後は屋内ネットワークについて取

り組んでいく必要がある。すでにローミングなしで繋がる建物もあるが、無料サポー

ターズプログラムからのフィードバックを活用し、しっかりとチェックしながら進め

ていく。 

A. (Tareq) 

既存のプレーヤーは TDD,FDD,プラチナバンドなど様々な周波帯を持っており、表面上

はたくさんの基地局を持っているかのように見えるが、それぞれの基地局がサポートす



る帯域幅は異なる。楽天モバイルのマクロ基地局の建設は初期のキャパシティをサポー

トするために設計されている一方で、不必要な帯域幅をサポートする必要は無い。カバ

レッジは、1.7GHz で出来るのに加え、5G でデータのオフロードも可能である。当社

は適切な数の基地局を開設していると自負している。特に東京においては当社のネット

ワークは密度が高く、カバレッジやキャパシティが確保されている上に、5G レディで

もある。また楽天エコシステムを活用した屋内へのスモールセルの設置についても加速

したい。よって基地局の数はまったく心配しておらず、今後数年間で適切なカバレッジ

が出来ると考えている。 

 

Q. 広告売上による利益の押上げ効果について教えてほしい。 

A. (有馬) 

スライドにお示ししている広告収入は全社の広告売上を集約しているものであるが、

利益については各カンパニーやセグメントに計上しており、現時点では個別開示して

いない。 

 

4. シティグループ証券 鶴尾充伸アナリスト 

Q. 基地局の建設については今年末までに 3,000 箇所、2020 年 3 月末までに 3,400

箇所を目標としているが、3,400 箇所まで建設できないとグランドローンチは難しい

のか。 

A. (三木谷) 

基地局についてはカバレッジと、キャパシティの二面があり基地局数でいえば 3,000

箇所でも十分であると思う。ただしカバレッジについてはまだ繋がらない場所がある

ため、質的な問題を解決する必要がある。足元、無料サポータープログラムを通じて

繋がらない場所を見つけて対応を進めており、日々改善しているので準備が整い次

第、スタートする可能性もある。 

 

Q. スモールセルについてコスト競争力、量産能力、また今後 6～12 か月での目標導

入数を教えてほしい。 

A. (三木谷) 

具体的な数値は申し上げられないがコスト競争力は圧倒的である。 



 

Q. PayPay モールがローンチされ新たな競争相手が増えたが、EC 事業における今後の

競争戦略について教えてほしい。 

A. (三木谷) 

足元においては大きな影響は見られない。当社は引き続き楽天スーパーロジスティク

ス、Rakuten Express などへの投資をすることでインフラ化を進め、他社との差別化

を図っていきたい。 

A. (武田) 

様々な競争環境に晒される状況ではあるが、その時々に応じて必要な戦略を講じてい

く。店舗様と協業して商品ラインアップを揃える、物流面も含めた安心安全なサービ

スの提供などを通じて事業を成長させていきたい。 

 

5. UBS Global Asset Management  Xavier Lefranc アナリスト 

Q. モバイル事業の地方カバレッジについては JTOWER を活用する計画はあるか。ま

たバックホールは誰から買っているかについて教えてほしい。 

A. (山田) 

株式会社 JTOWER とは良好な関係を築いており特定のビル等で同社を介しているが数

は限定的であり、大多数はビルオーナーに直接アプローチしている。もちろん財務的

なメリットも含め検討していく。 

A. (Tareq) 

日本の固定回線については政府が素晴らしい下地を整えてくれている。ダークファイ

バーは一般企業に開放されており、魅力的な料金で使用可能である。当社が建設する

基地局においてもダークファイバーを使用している。ダークファイバーのメリットは

今後 10G、25G、将来的には 100G までコストを上げずに使うことができる点であ

る。 

 

以上 


