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こちらが第３四半期の業績です。
売上収益は、楽天市場、楽天西友ネットスーパーなど、国内ECの力強い成長
に加え、コロナ禍で昨年大きくマイナス影響を受けたスポーツ事業や海外事
業が回復基調に転じたことにより、前年同期比で2桁の増収となりました。
Non-GAAP営業利益は、モバイル事業における基地局増加に伴う償却費の増
加などにより、減益となりましたが、
モバイル、物流、投資事業といった戦略的投資分野を除いたNon-GAAP営業
利益は前年同期比で力強く増益しました。
また、IFRS営業利益はAltiostarの段階取得差益の計上もあり、前年同期比で
300億円強改善しました。
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Non-GAAP営業利益の詳細です。
国内EC、その他インターネットサービスが増益し業績を牽引しました。
楽天市場においては、コロナ禍で獲得した新規ユーザーの定着化が進むな
ど、ユーザー数が順調に伸長したことで、巣ごもり需要が一巡したにもかか
わらず、増益を達成しました。
また、物流関連については、日本郵便との合弁会社であるJP楽天ロジスティ
クスに楽天の物流事業を承継しました。今後、更なる品質、コスト効率の改
善を図り、黒字化を目指します。
その他インターネットサービスにおいても、楽天リワードやスポーツ事業が
回復し、さらにViberの利益が拡大するなど、収益が大幅に改善されまし
た。
フィンテックセグメントでは、楽天カードで前年同期にキャッシュレス還元
補助金の追加計上があったことに加え、アフターコロナの世界を見据えた会
員獲得やグループエコシステム拡大を目指したマーケティングなどの先行投
資の結果、減益となりましたが業界におけるプレゼンスは確実に高まってい
ます。
モバイルセグメントは先行投資により減益が続いておりますが、基地局建設
が進み、人口カバー率は足元94％を超えました。

5



その他インターネットサービスの収益はご覧の通り大幅に改善しており、黒
字を達成しつつあります。
事業ポートフォリオ委員会による事業の集中と選択の推進による各種コスト
削減効果が現れたほか、コロナ禍でマイナス影響を受けたスポーツ事業や海
外事業が回復しました。
また、楽天リワードは、リブランディングの完了とともに、ポストコロナに
向けて、再び力強い利益成長へ回復しつつあります。
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Non-GAAP営業利益からIFRS営業利益への調整額では、Altiostarを完全子会
社化したことに伴い、段階取得差益を計上しており、IFRS営業利益が改善し
ています。
2019年4月、楽天グループは、アカウンタビリティの明確化による迅速な意
思決定や、全体最適化視点での経営資源配分による組織・オペレーションの
効率化を目指し、組織再編を行いました。
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2019年4月、楽天グループは、アカウンタビリティの明確化による迅速な意思決定

や、全体最適化視点での経営資源配分による組織・オペレーションの効率化を目
指し、組織再編を行いました。
本年の4月には、更なる資本効率の上昇、楽天エコシステムの自律的成長の
加速化、先進的なテクノロジーを通じたサービスの一層の充実化を図ること
で、グループの競争力と機動力を向上させることを目指し、社名変更を行い
ました。
そして、今年9月には、楽天銀行の上場準備の開始、楽天シンフォニーの法
人化などの発表をさせて頂きました。
いずれも、グループ全体としての財務基盤の充実と、楽天エコシステムの自
律的成長の加速化を目指すものであります。
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特に、銀行業においてはビジネスモデルが転換する中、独自のエコシステム
を活かして高成長するデジタルバンクや、チャレンジャーバンク等の新たな
銀行が台頭してきており、
今後のキャッシュレス時代の主役として、市場評価も従来とは全く異なるも
のとなっています。
楽天銀行は、楽天エコシステムの中核として、また、先駆的銀行としての新
たな銀行像を確立するためにも、上場を通じた資本の柔軟性を確保すること
で、更なる発展を目指します。
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10月にJCR,R&Iの格付機関2社から格付の現状維持が公表されました。
楽天銀行の上場準備の発表など、必ずしも有利子負債に依存しないファイナ
ンス活動の計画をご評価いただいたものと考えています。
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楽天グループが重要指標として掲げるメンバーシップバリューは、フィン
テックが引き続き堅調に推移した一方、
昨年のコロナ禍で急増したECのメンバーシップバリューが反落した影響でマ
イナスとなりましたが、2年CAGRでは16%増加しました。
楽天グループは、今後もエコシステムを拡大することで、メンバーシップバ
リュー、企業価値を高めて参ります。
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当第３四半期において、「楽天市場」を中心としたショッピングEC流通総額
は、前年における巣ごもり需要一巡後も順調に拡大しています。
また、国内EC流通総額は、Gotoトラベルキャンペーンの延期により、一桁
成長となりましたが、トレンドは変わらず、堅調に推移しています。
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売上収益と営業利益はこちらです。
「楽天市場」を中心としたEC事業は巣ごもり需要の一巡後も成長を続け、売
上収益、営業利益ともに、順調に拡大しました。
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営業利益の詳細ですが、 マーケットプレイス型の事業については、「楽天ト
ラベル」が前年のGotoトラベルキャンペーンの影響を受けた一方、「楽天市
場」においては、ユーザーのロイヤリティが高まった結果、営業利益が拡大
しました。
また、物流事業については、当第3四半期より、日本郵便様との合弁会社、
JP楽天ロジスティクスを設立し、当社の運営していた物流事業を承継したこ
とで、前年同期比で改善しました。
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日本のEC化率は年々拡大しており、2020年時点で8.1％と諸外国と比較して
も低く、今後さらなる成長が見込まれます。
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そのような状況下、楽天の各ECサービスは業界の平均よりも高い成長率を実
現しています。今後もEC化率の拡大と共に、楽天はさらなる事業成長を目指
します。
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「楽天市場」においては引き続き、購入者数やユーザーあたりの購入頻度が
ともに拡大しており、高いユーザー定着率を維持しています。
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また、「楽天市場」の成長とともに、当社の各ECサービスとのクロスユース
が順調に伸びています。
引続きクロスユースの拡大に注力し、ユーザーのLTV最大化を目指します。
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当社は、今後拡大するEC需要に対応するためには、物流機能の拡充が必須と
考えています。
日本郵便様との協業を通して、ユーザーの満足度向上、そして出店店舗の物
流効率化による売上拡大をサポートしていきます。
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JP楽天ロジスティクスにおいては、中央林間の物流拠点の稼働を開始しまし
た。足元では「楽天スーパーロジスティクス」からの配送が増加しており、
今後のさらなる拡大に対応していきます。
また、ドローン配送の実証実験においては、国内で初めて、補助者を配置し
ない往復配送を実現しました。
今後は山岳地帯などの配送が困難なエリアにおいても、ドローンを実用化す
ることで配送効率の向上に加え、地方活性化とCO2の削減を推進します。
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また、「楽天トラベル」においては、社会、お客様、そして取引先に向け、
コロナ禍における様々な取り組みを推進しています。
直近では、ワクチンの職域接種会場を拡大することで、各地における大規模
接種運営をサポートしています。
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クロスユースを促進させる各種施策により各サービスにおける顧客基盤拡大
とメインサービスとしての利用が拡大し、フィンテックセグメントは増収を
達成しました。
楽天カードでは前年同期にキャッシュレス還元補助金の追加計上があったこ
とに加え、アフターコロナの世界を見据えた会員獲得やグループエコシステ
ム拡大を目指したマーケティングなどの先行投資の結果、減益となりました
が、業界におけるプレゼンスは確実に高まっています。
楽天証券では、顧客獲得や資産形成系サービスの拡大に伴う費用が増加して
いますが、将来の成長に向けた先行投資であると考えています。
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顧客基盤拡大は、ご覧の通り引き続き力強く成長し、楽天カードにおいては
10月に発行枚数が2400万枚を突破しました。
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楽天カードのショッピング取扱高は高成長を維持し、業界シェアは21.4％に
まで拡大しました。
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楽天銀行では、メイン口座としての利用が増え、給与振込口座や決済件数は
堅調に伸びています。

29



楽天証券では、中長期的に安定的な収益を生むアセットビジネスの拡大に努
めており、投信積立設定口座数および積立設定金額はともに大きく伸びてい
ます。
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保険事業では高齢化社会に対応する新たな保険として、楽天生命から「認知
症保険」の販売が開始し、契約獲得が順調に伸びています。
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楽天ペイメントでは、楽天ペイアプリの利用シーンをさらに広げるUIリリー
スを実施した結果、決済前後のお得で便利な機能を多くのユーザーにご利用
いただくなど、グループサービスへの送客に成功しています。
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また、加盟店拡大に向けた新施策として、新規に「楽天ペイ」に申し込んだ
中小店舗様を対象に、1年間QR決済手数料が実質0円になるキャンペーンを
開始しました。
他の施策との相乗効果もあり、中小店舗様からの申込が急速に増えており、
年間申込数は昨年比約10倍になる見込みです。
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楽天カードでは、顧客のウォレットシェア拡大戦略として、６月より本格的
に２枚目発行の施策を開始しており、９月末で２枚目発行枚数は50万枚を突
破しました。
更に、２枚持ち後には約16％の顧客利用単価上昇が確認できており、今後の
GMS成長にも貢献すると見込んでいます。
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楽天カードは次なる目標として、カード発行枚数3000万枚、ショッピング
取扱高30兆円、取扱高シェア30％の、トリプル３達成を目指します。
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取扱高30兆円を達成すると、グローバルプレイヤーと肩を並べる規模にな
り、大きなプレゼンスを発揮できると考えます。
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また、楽天カードのトリプル３達成は、楽天フィンテック、ひいては楽天グ
ループ全体の成長にも貢献すると考えています。
ご覧の通り、楽天銀行では、楽天カードの引き落とし口座としての設定数が
拡大し、楽天証券では、楽天カードクレジット決済開始後の投信積立金額が
大きく伸びています。
楽天市場GMSに占める楽天カード決済比率も約７割となり、楽天市場との相
乗効果を発揮しています。
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楽天銀行では上場準備を進めていますが、上場を通じて、より自律的な経営
視点と成長戦略を遂行でき、楽天エコシステムにも更に貢献するものと信じ
ています。
現在、楽天カードをきっかけに日常の様々な活動を楽天経済圏に寄せる方が
増えています。
今後もフィンテックでは、楽天カードを入り口にクロスユースを進め、フィ
ンテック各社の顧客基盤と収益基盤の拡大を目指します。

38



39



40



楽天モバイルが注力してきた通信ネットワークの整備は、急ピッチで進捗し
ており、9月末時点でオンエアとなっている４G基地局数は3万を超えまし
た。
これに加え、現時点で半導体の納品を待って完工となる基地局が約1万局あ
るため、今後速やかな基地局展開を見込んでいます。
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それにより、４Gの人口カバー率は目標としていた96%を来春にも達成する
見通しです。
残念ながら、世界的な半導体供給の不足により予定していた今年夏頃までの
達成からは先送りとなるものの、総務省へ提出した開設計画と比較し、約４
年の前倒しと非常に速いペースでネットワーク整備が進んでいます。
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こうした自社回線整備の進捗に従い、ローミングサービスから楽天回線への
大幅な切り替えが可能になっています。
基準カバレッジに達していない８県を除き、10月1日以降、各都道府県の対
象地域で順次ローミングサービスから楽天回線への移行が進んでいます。
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Rakuten UN-LIMIT VIは、すべての人に最適なワンプランとしてご提供
し、特にデータ使い放題を低価格でご利用いただける点は大変ご好評いただ
いております。
ローミングエリアでのデータ通信については、５GB超過後の速度制限を設け
ていますが、今回、楽天回線エリアが拡大することで、より多くのエリアで
低価格でデータ使い放題のプランを楽しんでいただくことが可能となりまし
た。
これにより、既存ユーザーのデータ利用増加が見込まれると同時に、特に
ローミングエリアにお住まいの方で、これまで速度制限を理由にお申し込み
をためらわれていた方への訴求が可能となります。
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MNOサービスの契約数は、今年４月に１年無料キャンペーン申込期間が終了
して以降も堅調に増加が続いています。さらに、自社回線への切り替え進捗
が今後の獲得ペース加速へ貢献すると期待しています。
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当第３四半期のモバイルセグメントの業績はご覧の通りです。
売上面では、MVNOサービスからプラン料金が当初3ヶ月無料となるUN-
LIMIT VIへのユーザー移行という減収要因はあったものの、一年無料キャン
ペーンが終了した課金対象のMNOユーザーの増加という増収要因がこれを上
回り、全体の売上高は前四半期比で増加しました。
費用面では、楽天回線エリアの積極的な拡大に伴い、ネットワーク関連費用
が引き続き増加しています。
MNO事業の先行投資の継続により、引き続き営業損失が拡大していますが、
今回並びに来年４月に再度予定する自社回線エリア増加に伴うローミング費
用の削減や、課金対象ユーザーの増加により、今後の損失拡大は限定的と見
込んでおり、2022年第2四半期以降、収益の改善を見込んでいます。
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楽天モバイルは英・Opensignalの「5G Global Mobile Network 
Experience Awards 2021」で、5Gのダウンロード速度、アップロード速度
双方において、グローバルリーダーに選出されました。
これは国内携帯キャリアの中で最も高い評価であり、当社が成功への道を歩
んでいる証です。
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モバイル事業は楽天シンフォニーの始動と共に、第2フェーズに突入しま
す。
クラウド、エッジ、オートメーションテクノロジーにより産業、社会、人々
の変革をエンパワーメントすることを目指します。
持続可能な未来の実現に向けてあらゆるものにコネクティビティを提供する
というVisionのもと、楽天シンフォニーは独自のアプローチで通信業界を再
定義していきます。
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楽天シンフォニーの「透明性」に対する考え方です。
完全な透明性をもったコストモデルの提供により、お客様と真のパートナー
シップを築きます。ハードウェアコストのコンポーネントレベルでの透明性
と、ソフトウェアとサービスへのアプローチにより、業界をより良い方向へ
変革していきます。
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先日開催されたMWC LAで発表した最新プロダクトを紹介します。
こちらは、無線アクセス、ネットワーク、伝送を組み合わせ、Open RANと
従来のRANに対応する高性能プラットフォームで、通信業界初の革新的なソ
リューションとなる「Symware」です。
これは、楽天シンフォニーが提供する新しいRadio-as-a-Serviceプラット
フォームです。
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また、アプリストアのような新しい通信事業者向けのアプリケーション提供
方法も発表しました。
楽天シンフォニーは「Madina」と名付けられたプラットフォームを使用して
おり、お客様へ提供していく予定です。
これにより、ネットワークのスムーズかつ自動的な展開実現していきます。
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Rakuten Communications Platform（RCP）の次世代OSSは、シンプルな
アーキテクチャ、標準化、クラウドネイティブを実現しています。
ドイツ・1＆1社とのパートナーシップにおいては、Open RAN、仮想化を採
用したネットワーク構築に向けて前進しています。
また、テレフォニカ社とは、ブラウンフィールドの通信ネットワークを
Open RAN時代にあわせて変革させるべく、密に連携しています。
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これらは、楽天シンフォニーがすでに取り組んでいる変革支援事例の一部に
すぎません。
楽天シンフォニーは、現在、世界中の通信事業者から100を超える引き合い
があります。
楽天シンフォニーの未来は明るいと考えています。また、楽天シンフォニー
の革新的なソリューションは、5Gへ移行する通信事業者に向けても、明るい
未来を提供していきます。
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