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平成17年12月期第３四半期の事業の進捗状況の一部訂正について 
 

  平成 17年 11 月９日に発表いたしました平成 17年 12 月期第３四半期の事業の進捗状況の一部を下記

のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所については、   で示しております。 

 

記 

 

Ⅰ．訂正の理由 

  平成17年12月期第３四半期（平成17年７月１日から平成17年９月30日まで）の事業の種類別セグ

メント業績において、ポータル・メディア事業セグメントの営業費用の一部（257百万円）を、誤

ってＥＣ事業セグメントの営業費用として処理していたことから、これを訂正するものであります。 

  なお当該訂正は平成17年12月第３四半期の事業の種類別セグメント業績のみの訂正であり、同期

の連結・個別業績への影響はありません。 

 

 

Ⅱ．訂正の内容 

 

１．業績の概要 

(7) 事業の種類別セグメント業績の概要 

平成17年12月期第３四半期（平成17年７月１日から平成17年９月30日まで） 

（訂正前） 

 

 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 

計 
消去又は

全社 
連結 

売上高          

外部顧客に対する 

売上高 
8,052 23,458 2,146 1,990 6,895 2,682 45,226 － 45,226

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
131 0 540 25 0 112 809 (809) －

計 8,183 23,458 2,687 2,015 6,896 2,794 46,036 (809) 45,226

営業費用 5,731 18,883 1,909 1,128 3,684 2,098 33,435 (749) 32,686

営業利益 2,452 4,575 777 887 3,211 696 12,600 (60) 12,540
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（訂正後） 

 

 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 

計 
消去又は

全社 
連結 

売上高          

外部顧客に対する 

売上高 
8,052 23,458 2,146 1,990 6,895 2,682 45,226 － 45,226

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
131 0 540 25 0 112 809 (809) －

計 8,183 23,458 2,687 2,015 6,896 2,794 46,036 (809) 45,226

営業費用 5,474 18,883 2,166 1,128 3,684 2,098 33,435 (749) 32,686

営業利益 2,709 4,575 520 887 3,211 696 12,600 (60) 12,540

 

 

２．企業集団の状況 

(2) 事業の種類別の概況 

（訂正前） 

 

① 【ＥＣ事業】 

【ＥＣ事業】セグメントには、当社事業グループカンパニーのうち、「ＥＣ事業カンパニー」

が属しており、主に物販を中心としたＥＣに関するサイト運営・サービス提供及び娯楽関連の

サイト運営・サービス提供などを行っております。 

当四半期の【ＥＣ事業】の売上高は 8,183 百万円（前年同期比 53.9％増、直前四半期比 4.8％

増）、営業利益は 2,452 百万円（前年同期比 56.7％増、直前四半期比 1.6％減）となり、引き

続き売上・利益とも前年同期比 50％以上の成長率を維持しております。 

主力の『楽天市場』では、７月に発生した出店店舗での取引に係る個人情報の流出を受け、

店舗がクレジットカード番号情報に触れる必要のない「楽天市場カード決済代行あんしんサー

ビス」の導入などシステム面での迅速な対応を図るとともに、各店舗でのセキュリティ責任者

の明確化など運営・管理面においても一層のセキュリティ強化に取り組んでまいりました。こ

の結果、一部の出店店舗において、システム面での対応に支障が生じたことによりクレジット

カードによる決済を一定期間中止するなどの影響があったため、流通総額のトレンドに一時的

な軟化が見られましたが、全体としては、年間で一番の商戦期である第４四半期に向けて、順

調に拡大しております。 

また、「高級品市場」の開設や「Sankei.web」・「YOMIURI ONLINE」にショッピングコンテン

ツの提供を始めるなど新規ユーザの開拓に努めるほか、「ランキング市場」のリニューアルを

行い、各ジャンルのデイリー１位を表示するなど、ユーザビリティーの向上にも努めてまいり

ました。 

加えて、『楽天ブックス』における書籍購入時の楽天スーパーポイントによる決済の開始や、

(株)USENと提携し約11万楽曲をダウンロードできる日本 大級の音楽配信サービス『楽天ミュ

ージックダウンロード』のサービス開始に向けた準備を推進するなど、直販モデル事業の強化

にも取り組んでおります。 
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（訂正後） 

 

① 【ＥＣ事業】 

【ＥＣ事業】セグメントには、当社事業グループカンパニーのうち、「ＥＣ事業カンパニー」

が属しており、主に物販を中心としたＥＣに関するサイト運営・サービス提供及び娯楽関連の

サイト運営・サービス提供などを行っております。 

当四半期の【ＥＣ事業】の売上高は 8,183 百万円（前年同期比 53.9％増、直前四半期比 4.8％

増）、営業利益は 2,709 百万円（前年同期比 73.1％増、直前四半期比 8.7％増）となり、引き

続き売上・利益とも前年同期比 50％以上の成長率を維持しております。 

主力の『楽天市場』では、７月に発生した出店店舗での取引に係る個人情報の流出を受け、

店舗がクレジットカード番号情報に触れる必要のない「楽天市場カード決済代行あんしんサー

ビス」の導入などシステム面での迅速な対応を図るとともに、各店舗でのセキュリティ責任者

の明確化など運営・管理面においても一層のセキュリティ強化に取り組んでまいりました。こ

の結果、一部の出店店舗において、システム面での対応に支障が生じたことによりクレジット

カードによる決済を一定期間中止するなどの影響があったため、流通総額のトレンドに一時的

な軟化が見られましたが、全体としては、年間で一番の商戦期である第４四半期に向けて、順

調に拡大しております。 

また、「高級品市場」の開設や「Sankei.web」・「YOMIURI ONLINE」にショッピングコンテン

ツの提供を始めるなど新規ユーザの開拓に努めるほか、「ランキング市場」のリニューアルを

行い、各ジャンルのデイリー１位を表示するなど、ユーザビリティーの向上にも努めてまいり

ました。 

加えて、『楽天ブックス』における書籍購入時の楽天スーパーポイントによる決済の開始や、

(株)USENと提携し約11万楽曲をダウンロードできる日本 大級の音楽配信サービス『楽天ミュ

ージックダウンロード』のサービス開始に向けた準備を推進するなど、直販モデル事業の強化

にも取り組んでおります。 

 

 

（訂正前） 

 

③ 【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、当社事業グループカンパニーのうち、「ポー

タル・メディア事業カンパニー」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、これに関連するグリーティングカードの配信やブロードバンドコ

ンテンツの配信及びリサーチ事業などを行っております。 

当四半期の【ポータル・メディア事業】の売上高は 2,687 百万円（前年同期比 80.3％増、直

前四半期比 24.5％増）、営業利益は 777 百万円（前年同期比 224.0％増、直前四半期比 43.9％

増）となりました。 

当四半期においても、インフォシーク事業・ワイノット事業における広告売上が好調であっ

たこと、ＣＳ放送事業における放映枠の売上が引き続き堅調であったことなどにより、大幅な

増収増益トレンドを継続しております。 

当四半期の事業展開としては、事前登録したサイト・ブログ等の 新記事を自動収集し、一

覧できるサービス「Infoseek RSS リーダー」をリリースし、楽天市場売れ筋ランキング・楽天

広場などグループ各サービスの RSS 配信を開始いたしました。また、期間限定としていた

「Infoseek ハイブリッド検索 ラッキーサーチ」を常設し、楽天スーパーポイント付与対象者

数を拡充するなど、グループシナジー及び媒体価値の向上のための各種施策に取り組んでおり

ます。 
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（訂正後） 

 

③ 【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、当社事業グループカンパニーのうち、「ポー

タル・メディア事業カンパニー」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、これに関連するグリーティングカードの配信やブロードバンドコ

ンテンツの配信及びリサーチ事業などを行っております。 

当四半期の【ポータル・メディア事業】の売上高は 2,687 百万円（前年同期比 80.3％増、直

前四半期比 24.5％増）、営業利益は 520 百万円（前年同期比 116.9％増、直前四半期 3.7％減）

となりました。 

当四半期においても、インフォシーク事業・ワイノット事業における広告売上が好調であっ

たこと、ＣＳ放送事業における放映枠の売上が引き続き堅調であったことなどにより、大幅な

増収増益トレンドを継続しております。 

当四半期の事業展開としては、事前登録したサイト・ブログ等の 新記事を自動収集し、一

覧できるサービス「Infoseek RSS リーダー」をリリースし、楽天市場売れ筋ランキング・楽天

広場などグループ各サービスの RSS 配信を開始いたしました。また、期間限定としていた

「Infoseek ハイブリッド検索 ラッキーサーチ」を常設し、楽天スーパーポイント付与対象者

数を拡充するなど、グループシナジー及び媒体価値の向上のための各種施策に取り組んでおり

ます。 

 

 

以  上 
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