
第19回定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日）
　

連結注記表及び個別注記表につきましては、法令及び定款第15条の
規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://corp.rakuten.co.jp/investors/stock/meeting.html）に掲
載することにより株主のみなさまに提供しております。
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連 結 注 記 表

平成27年12月31日
　
1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 (1) 連結計算書類の作成基準

　当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、

IFRS）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求め

られる開示科目の一部を省略しております。

　 (2) 連結の範囲に関する事項

　 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 　126社

　 主要な連結子会社の名称

楽天カード(株)、楽天銀行(株)、楽天証券(株)、Ebates Inc.、楽天生命保険(株)、

楽天コミュニケーションズ(株)、Rakuten Kobo Inc.、RAKUTEN MARKETING LLC、

OverDrive Holdings, Inc.、VIBER MEDIA LTD.

　

　 (3) 持分法の適用に関する事項

　 持分法を適用した関連会社の数及び主要な関連会社の名称

持分法適用関連会社の数 10社

　 主要な関連会社の名称

楽天ANAトラベルオンライン(株)

　 (4) 会計処理基準に関する事項

　 ① 重要な資産及び負債の評価基準及び評価方法

　1）非デリバティブ金融資産

　当社グループは、売上債権を、これらの発生日に当初認識しております。その他の全ての

金融資産は、当社が当該金融商品の契約当事者となった取引日に当初認識しております。

　金融資産の分類及び測定モデルの概要は以下のとおりであります。

償却原価で測定する金融資産

　金融資産は、以下の要件を満たす場合に償却原価で事後測定しております。

・当社グループの事業モデルにおいて、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローを回収

することを目的として保有している場合

・契約条件により、特定の日に元本及び元本残高に係る利息の支払いのみであるキャッシ

ュ・フローを生じさせる場合

　償却原価で測定する金融資産は、公正価値に取得に直接起因する取引費用を加算した金額

で当初認識しております。当初認識後、償却原価で測定する金融資産の帳簿価額については

実効金利法を用いて算定し、必要な場合には減損損失累計額を控除しております。

償却原価で測定する金融資産の減損

　償却原価で測定する金融資産については、四半期毎に減損していることを示す客観的な証

拠が存在するかについての評価を行っております。金融資産については、客観的な証拠によ

って損失事象が当該資産の当初認識後に発生したことが示され、かつ、当該損失事象によっ

てその金融資産の見積将来キャッシュ・フローにマイナスの影響が及ぼされることが合理的

に予測できる場合に、減損していると判定しております。

　償却原価で測定する金融資産が減損していることを示す客観的な証拠には、債務者による
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支払不履行または滞納、当社グループが債務者に対して、そのような状況でなければ実施し

なかったであろう条件で行った債権の回収期限の延長、債務者または発行企業が破産する兆

候、活発な市場の消滅等が含まれております。

　当社グループは、償却原価で測定する金融資産の減損の証拠を、個々の資産毎に検討する

とともに全体としても検討しております。個々に重要な金融資産については、個々に減損を

評価しております。個々に重要な金融資産のうち個別に減損する必要がないものについては、

発生しているが未報告となっている減損の有無の評価を、全体として実施しております。

個々に重要でない金融資産は、リスクの特徴が類似するもの毎にグルーピングを行い、全体

として減損の評価を行っております。

　全体としての減損の評価に際しては、債務不履行の可能性、回復の時期、発生損失額に関

する過去の傾向を考慮し、現在の経済及び信用状況によって実際の損失が過去の傾向より過

大または過小となる可能性を当社グループ経営者が判断し、調整を加えております。

　償却原価で測定する金融資産の減損損失については、その帳簿価額と当該資産の当初の実

効金利で割引いた見積将来キャッシュ・フローの現在価値との差額として測定し、貸倒引当

金勘定を通じて、純損益で認識しております。償却原価で測定する金融資産に関する貸倒引

当金は、将来の回収が実質的に見込めず、全ての担保が実現または当社グループに移転され

た時に、直接減額されます。減損損失認識後に減損損失を減額する事象が発生した場合は、

減損損失の減少額(貸倒引当金の減少額)を純損益で戻し入れております。減損損失について

は、減損損失を認識しなかった場合の、減損損失の戻し入れを行った時点での償却原価を超

えない金額を上限として戻し入れております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　資本性金融商品に対する投資を除く金融資産で上記の償却原価で測定する区分の要件を満

たさないものは、公正価値で測定し、その変動を純損益で認識しております。当該資産には、

売買目的で保有する金融資産が含まれております。

　資本性金融商品に対する投資は公正価値で測定し、その変動を純損益で認識しております。

ただし、当社グループが当初認識時に公正価値の変動をその他の包括利益に計上するという

選択（取消不能）を行う場合は、この限りではありません。

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値で認識し、取引費

用は発生時に純損益で認識しております。

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

　当社グループは当初認識時に、資本性金融商品に対する投資における公正価値の変動をそ

の他の包括利益で認識するという選択（取消不能）を行う場合があります。当該選択は、売

買目的以外で保有する資本性金融商品に対する投資に対してのみ認められております。

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値に、取得に直接起因

する取引費用を加算した金額で当初認識しております。当初認識後は公正価値で測定し、公

正価値の変動は「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」の利得及び損失

として、その他の資本の構成要素に含めております。

　なお、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産からの配当金については、

「売上収益」または「金融収益」として純損益で認識しております。

金融資産の認識の中止

　当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効し

た場合、または、当該金融資産の所有にかかるリスク及び便益を実質的に全て移転する取引

において、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合

に、当該金融資産の認識を中止しております。移転した金融資産に関して当社が創出した、

または当社グループが引き続き保有する持分については、別個の資産・負債として認識して
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おります。

　2）非デリバティブ金融負債

　当社グループは、当社グループが発行した負債証券を、その発行日に当初認識しておりま

す。その他の金融負債は全て、当社グループが当該金融商品の契約の当事者になる取引日に

当初認識しております。

　当社グループは、金融負債が消滅した場合、つまり、契約上の義務が免責、取消または失

効となった場合に、金融負債の認識を中止しております。

　当社グループは、非デリバティブ金融負債として、仕入債務、銀行事業の預金、証券事業

の金融負債、社債及び借入金、及びその他の金融負債を有しており、公正価値で当初認識し、

実効金利法に基づき償却原価で事後測定しております。

　なお、一部の銀行事業の預金については、資産または負債の測定あるいは利得又は損失の

認識を異なったベースで行うことから生じるであろう測定上または認識上の不整合を大幅に

削減するために、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債として指定しております。当

該金融負債の公正価値の変動金額のうち、当該負債の信用リスクの変動に起因するものは、

その他の資本の構成要素に含まれます。

　3）デリバティブ

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ

　当社グループは、金利変動による公正価値変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リス

クをヘッジするため、デリバティブを利用しております。これらに用いられるデリバティブ

は、主に金利スワップ及び為替予約であります。

　当初のヘッジ指定時点において、当社グループは、ヘッジ手段とヘッジ対象の関係、リス

ク管理目的、ヘッジ取引を実行する際の戦略、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジされるリス

クの性質、及びヘッジ関係の有効性の評価方法、ヘッジ非有効部分の測定方法を文書化して

おります。

　当社グループは、ヘッジ手段がヘッジ対象期間において関連するヘッジ対象の公正価値ま

たはキャッシュ・フローの変動に対して高度に相殺効果を有すると予想することが可能であ

るか否かについて、ヘッジ指定時点で評価するとともに、その後も毎期継続的に評価してお

ります。

　ヘッジ手段であるデリバティブは公正価値で当初認識し、関連する取引費用は発生時に純

損益として認識しております。当初認識後は、デリバティブは公正価値で測定し、その変動

は以下のように会計処理しております。

・公正価値ヘッジ

　ヘッジ手段であるデリバティブを公正価値で再測定することによる利得又は損失は、純損

益で認識しております。ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象に係る利得又は損失は、

純損益で認識するとともにヘッジ対象の帳簿価額を修正しております。

・キャッシュ・フロー・ヘッジ

　デリバティブを、認識済み資産・負債に関連する特定のリスクに起因するキャッシュ・フ

ローの変動をヘッジするためのヘッジ手段として指定した場合、デリバティブの公正価値の

変動のうちヘッジ有効部分は、「キャッシュ・フロー・ヘッジ」においてその他の包括利益に

認識された金額として、その他の資本の構成要素に含めております。キャッシュ・フロー・

ヘッジの残高は、ヘッジ対象のキャッシュ・フローが純損益に影響を及ぼす期間と同一期間

において、連結包括利益計算書においてその他の包括利益から控除し、ヘッジ対象と同一の

項目で純損益に振り替えております。デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ非有効部

分は、即時に純損益で認識しております。しかしながら、ヘッジ対象が非金融資産又は非金
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融負債の認識を生じさせるものである場合には、その他の包括利益として認識されている金

額は、非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿価格の修正として処理しております。

　なお、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジとも、ヘッジがヘッジ会計の要件を

満たさない場合、ヘッジ手段が失効、売却、終了または行使された場合、あるいはヘッジ指

定が取り消された場合には、ヘッジ会計の適用を将来に向けて中止しております。

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ

　当社グループには、ヘッジ目的で保有しているデリバティブのうちヘッジ会計の要件を満

たしていないものがあります。また当社グループは、デリバティブをヘッジ目的以外のトレ

ーディング目的でも保有しております。これらのデリバティブの公正価値の変動は全て即時

に純損益で認識しております。

組込デリバティブ

　金融商品及びその他の契約の中に、デリバティブ及び非デリバティブ金融商品の双方が結

合されていることがあります。そのような契約に含まれるデリバティブの部分は、組込デリ

バティブと呼ばれ、非デリバティブの部分が主契約となります。主契約が金融負債である場

合、組込デリバティブの経済的特徴とリスクが主契約と密接に関連せず、組込デリバティブ

と同一条件の独立の金融商品がデリバティブの定義に該当し、複合契約自体が純損益を通じ

て公正価値で測定する金融負債として分類されない場合には、組込デリバティブは主契約か

ら分離され、デリバティブとして会計処理しております。主契約の金融負債は、非デリバテ

ィブ金融負債に適用される会計方針により会計処理しております。

4）金融資産及び金融負債の表示

　金融資産及び金融負債は、当社グループがそれらの残高を相殺する法的権利を有し、純額

で決済するか、または資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結

財政状態計算書上で相殺し、純額で表示しております。

　5）金融保証契約

　金融保証契約とは、負債性金融商品の当初または変更後の条件に従った期日が到来しても、

特定の債務者が支払を行わないために保証契約保有者に発生する損失を契約発行者がその保

有者に対し補填することを要求する契約であります。

　これら金融保証契約は当初契約時点において、公正価値により測定しております。当初認

識後は、当該金融保証契約により生じる債務の決済のために要する支出の最善の見積額と将

来受取保証料総額の未償却残高のうち、いずれか高い方で測定しております。

　 ② 重要な有形固定資産及び無形資産の評価基準、評価方法及び減価償却方法

　1）有形固定資産

　全ての有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額

で計上しております。

　取得原価には資産の取得に直接関連する費用、資産の解体及び除去費用、ならびに原状回

復費用の当初見積額が含まれております。当初認識後の測定モデルとして原価モデルを採用

しております。

　減価償却費は、償却可能価額をもとに算定しております。償却可能価額は、資産の取得原

価から残存価額を差し引いて算出しております。

　減価償却については、有形固定資産の各構成要素の見積耐用年数にわたり、主に定額法に

基づいております。定額法を採用している理由は、これが資産によって生み出される将来の

経済的便益の消費の想定パターンに最も近似していると考えられるためであります。リース

資産については、リース契約の終了までに当社グループが所有権を獲得することが合理的に
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確実な場合を除き、リース期間または経済的耐用年数のいずれか短い期間で償却しておりま

す。なお、土地は償却しておりません。

　主要な有形固定資産の当連結会計年度における見積耐用年数は、以下のとおりであります。

　・建物及び建物附属設備 10-50年

　・工具、器具及び備品 ５-10年

　減価償却方法、耐用年数及び残存価額は、期末日に見直しを行い、必要に応じ改定してお

ります。

　2）無形資産

　 イ．のれん

当初認識

　子会社の取得により生じたのれんは、無形資産に計上しております。また、のれんを取

得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む譲渡対価の公正価値か

ら、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認識額（通常、公正価値）

を控除した額として測定しております。

当初認識後の測定

　のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除して測定しております。

　 ロ．ソフトウェアに係る支出の資産化

　当社グループは、主として内部利用目的のソフトウェアを購入または開発するための特

定のコストを支出しております。

　新しい科学的または技術的知識の獲得のために行われる研究活動に対する支出は、発生

時に費用計上しております。開発活動による支出については、信頼性をもって測定可能で

あり、技術的に実現可能であり、将来経済的便益を得られる可能性が高く、当社グループ

が開発を完成させ、当該資産を使用または販売する意図及びそのための十分な資源を有し

ている場合にのみ、ソフトウェアとして資産計上しております。

　資産計上したソフトウェアは、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を差し引い

て測定しております。

　 ハ. 企業結合により取得した無形資産

　企業結合により取得し、のれんとは区分して認識した商標権等の無形資産は取得日の公

正価値で計上しております。

　その後は、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を差し引いて測定しておりま

す。

　 ニ. その他の無形資産

　当社グループが取得したその他の無形資産で、有限の耐用年数が付されたものについて

は、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。

　 ホ. 償却

　償却費は、資産の取得原価から残存価額を差し引いた額に基づいております。耐用年数

が確定できる無形資産のうち、企業結合により取得した保険契約及び顧客関連資産につい

ては、保険料収入が見込める期間に亘る保険料収入の発生割合に基づく方法により、それ

以外の無形資産については、定額法により償却しております。これらの償却方法を採用し

ている理由は、無形資産によって生み出される将来の経済的便益の消費の想定パターンに

最も近似していると考えられるためであります。
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　主要な耐用年数が確定できる無形資産の当連結会計年度における見積耐用年数は、以下

のとおりであります。

　 ・ソフトウェア 主として５年

　 ・保険契約及び保険事業の顧客関連資産 30年

　償却方法、耐用年数及び残存価額は、期末日に見直しを行い、必要に応じ改定しており

ます。

　 ③ 非金融資産の減損

　棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、四半期毎に減損

の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を

見積っております。のれん及び耐用年数を確定できない、またはまだ使用可能ではない無形資

産については、回収可能価額を各連結会計年度における一定時期に見積っております。

　資産または資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうち、

いずれか高い金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、

貨幣の時間的価値及び当該資産の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて、現在価値

に割り引いております。資金生成単位については、継続的に使用することにより他の資産また

は資産グループのキャッシュ・イン・フローから、概ね独立したキャッシュ・イン・フローを

生み出す最小単位の資産グループとしております。

　のれんの資金生成単位については、のれんが内部報告目的で管理される単位に基づき決定し

ますが、原則として各社を資金生成単位としております。

　全社資産は独立したキャッシュ・イン・フローを生み出していないため、全社資産に減損の

兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を算定して判断しておりま

す。

　減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に、純損益

で認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分され

たのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額

を比例的に減額するように配分しております。

　のれんに関連する減損損失は、戻し入れておりません。過去に認識したその他の資産の減損

損失については、四半期毎に、損失の減少または消滅を示す兆候の有無を判断しております。

減損の戻し入れの兆候があり、回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損

損失を、戻し入れております。

　減損損失については、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費また

は償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として、戻し入れております。

　 ④ 引当金の計上基準

　当社グループが、過去の事象の結果として現在の法的または推定的債務を有しており、当該

債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金

額について信頼性ある見積りができる場合に、認識しております。

　引当金は、現時点の貨幣の時間的価値の市場評価と当該債務に特有なリスクを反映した税引

前の割引率を用いて、債務の決済に必要とされると見込まれる支出の現在価値として測定して

おります。

　1）ポイント引当金

　当社グループでは、顧客に付与したポイントの大半が、『楽天市場』等に登録される当社グ

ループと資本関係がない店舗等により負担されている実態を踏まえ、顧客による将来のポイ

ントの使用に備え、過年度の使用実績等を考慮して、将来使用されると見込まれる金額をポ

イント引当金として負債計上しております。
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　 ⑤ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　1）外貨建取引

　外貨建取引は、取引日における機能通貨と当該外貨間の直物為替レートを適用することに

より、機能通貨に換算しております。期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日

の為替レートで機能通貨に再換算しております。公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産

及び負債は、当該公正価値の算定日における為替レートで機能通貨に再換算しております。

　これら取引の決済から生じる外国為替差額並びに外貨建貨幣性資産及び負債を期末日の為

替レートで換算することによって生じる為替差額は、純損益で認識しております。ただし、

非貨幣性項目に係る利益または損失がその他の包括利益に計上される場合は、為替差額もそ

の他の包括利益に計上しております。

　2) 在外営業活動体

　在外営業活動体の資産及び負債（取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含む）

については期末日レート、収益及び費用については期中の平均為替レートを用いて日本円に

換算しております。

　在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益で認識し

ております。

　当該差額は「在外営業活動体の換算差額」として、その他の資本の構成要素に含めており

ます。なお、在外営業活動体の持分全体の処分、及び支配、重要な影響力または共同支配の

喪失を伴う持分の一部処分といった事実が発生した場合、当該換算差額を、処分損益の一部

として純損益に振替えております。

　 ⑥ 収益の認識

　当社グループでは、IFRS第９号に基づく利息・配当収益やIFRS第４号に基づく保険料収入等

を除き、以下の５ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、

その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

　また、顧客との契約獲得のための増分コスト及び履行コストのうち、回収可能であると見込

まれる部分について資産（以下「契約コストから認識した資産」という。）として認識しており

ます。契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、

当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものであります。当社グループにおいて資

産計上されている契約獲得のための増分コストは、主に顧客を獲得するために発生した入会関

連費用であります。契約コストから認識した資産については、顧客の見積契約期間に応じて４

年間から10年間の均等償却を行っております。
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　 ⑦ 会計方針の変更

　当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を採用しております。

IFRS 新設内容

IFRS第15号
顧客との契約から生じる

収益(平成26年５月新設)

収益認識に関する会計処理及び開示に関す

る基準の新設

　当社グループでは、経過措置に準拠してIFRS第15号を遡及適用し、適用開始の累積的影響

を当連結会計年度の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。

　IFRS第15号の適用に伴い、当連結会計年度より、IFRS第９号に基づく利息・配当収益や

IFRS第４号に基づく保険料収入等を除き、以下の５ステップアプローチに基づき、顧客への

財やサービスの移転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を

認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

また、顧客との契約獲得のための増分コスト及び履行コストのうち、回収可能であると見

込まれる部分について資産として認識しております。

　その結果、従前の会計基準を適用した場合と比較し、期首時点でその他の資産(契約コスト

から認識した資産)、繰延税金負債、利益剰余金及び非支配持分がそれぞれ20,679百万円、

7,305百万円、13,244百万円及び103百万円ずつ増加し、その他の資産（長期前払費用）が27

百万円減少しております。

また、契約コストから認識した資産の計上及び償却により、従前の会計基準を適用した場

合と比較し、当連結会計年度において、営業費用が7,894百万円減少しております。

なお、売上収益を含むその他の損益項目に与える影響は軽微であります。
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　 ⑧ 未適用の公表済み基準書及び解釈指針

連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針の新設または改訂は次

のとおりであり、平成27年12月31日現在において当社グループはこれらを適用しておりませ

ん。適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点で見積ることはできません。

IFRS

強制適用時期

（～以降開始

年度）

当社グループ

適用時期
新設・改訂内容

IFRS第９号 金融商品 平成30年１月１日 未定

金融資産の分類

及び測定、減損

及びヘッジ会計

に関する改訂

IFRS第16号

リース

(平成28年１月

新設)

平成31年１月１日 未定
リース会計に関

する改訂

　 ⑨ 消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　

　 (5) 表示方法の変更

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において「その他の費用」に含めておりました「減損損失」（前連結会計年度

2,301百万円）については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。
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2. 連結財政状態計算書に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 35,450百万円

　なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(2) 営業債権及びその他債権から直接控除された貸倒引当金の金額 30,754百万円

(3) 担保に供されている資産

　当社グループは、主に借入契約、電子マネーの預り金、通常の慣習的な条件に基づいて行わ

れる信用取引及び貸株取引に基づく債務の担保として、または、デリバティブに関連する保証

金として資産を差入れております。

　当社グループが、負債または偶発債務の担保として差入れた資産の帳簿価額は、以下のとお

りであります。

（単位：百万円）

金額

現金及び現金同等物 4,915

カード事業の貸付金(注) 59,105

有価証券 6,823

合計 70,843

（注) カード事業の貸付金には、流動化された債権が含まれております。

　上記のほか、為替決済、デリバティブ取引等の取引及びコミットメントライン等の担保とし

て、差入れている銀行事業の有価証券は、131,157百万円であります。

　証券事業の金融資産のうち、短期差入保証金は、56,466百万円であります。

　担保に差入れた資産のうち、譲受人が担保を売却または再担保差入れする権利を有するもの

はありません。

　 (4) 偶発事象

　一部の連結子会社は、クレジット・カードに附帯するキャッシング及びカードローンによる

融資業務を行っております。

　なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあり、かつ、利用限度額についても当社グ

ループが任意に増減させることができるものであるため、融資未実行残高は当社グループのキ

ャッシュ・フローに必ずしも重要な影響を与えるものではありません。

　一部の連結子会社にて営業保証業務、すなわち一般顧客が一部連結子会社の業務提携先から

受けた融資に係る債務について、一般顧客に対し債務保証する業務を行っております。

　上記の貸出コミットメントに係る未実行残高及び営業保証業務における保証債務残高の状況

は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

金額

貸出コミットメント 2,560,942

金融保証契約 12,335

合計 2,573,277

― 10 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年02月27日 13時34分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



3. 連結損益計算書に関する注記

(1) その他の収益

（単位：百万円）

金額

有価証券評価益 22,016

その他 4,975

合計 26,991

　

(2) 減損損失

（単位：百万円）

金額

のれん等の減損損失（注） 38,135

合計 38,135

（注) 当連結会計年度は、PRICEMINISTER S.A.S.において17,247百万円、Rakuten Kobo
Inc.において7,808百万円、その他の資金生成単位において13,080百万円の減損損失
を認識しております。
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4. 連結持分変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式数

普通株式 1,430,373,900株

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

　①平成27年２月12日の取締役会において、次のとおり決議しております。

　普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 5,952百万円

１株当たり配当額 4.5円

基準日 平成26年12月31日

効力発生日 平成27年３月30日

　②平成28年２月12日の取締役会において、次のとおり決議しております。

　普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 6,410百万円

１株当たり配当額 4.5円

基準日 平成27年12月31日

効力発生日 平成28年３月14日

(3) 当連結会計年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 4,483,100株
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5. 金融商品に関する注記

　 (1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループの資金運用については、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等の各種リス

クを十分考慮したうえで元本の安全性及び資金の効率的活用を取組方針としております。ま

た、資金調達についてはその時々の経済環境等の要因を勘案し、直接金融や間接金融等の調達

手段の中で最適と考えられる調達手段を選択していくことを取組方針としております。

　銀行事業を営む子会社においては、預金業務、為替業務及び個人向け貸出業務を主たる業務

としており、個人・法人顧客の双方に普通預金及び定期預金、外貨預金を各々提供し、また、

当該金融負債を主たる原資として、個人顧客向けに保証付無担保カードローン及び住宅ローン

を提供しているほか、有価証券や買入金銭債権の購入、金銭の信託の設定、コールローン等の

市場取引、顧客への金融商品販売に付随して発生するデリバティブ・為替関連取引等を実施

し、銀行の持つ社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、過度な利益追求等により経営体

力を超える運用を行うことを厳に慎み、とりわけ顧客から預かった預金については、十分安全

性に配慮した運用を実施しております。また、運用調達業務全般にわたり、資産・負債構成の

最適化及び適切な水準の自己資本充実度の確保を目的とし、金利感応度、資金流動性、市場流

動性等に留意したALM（資産負債総合管理）運営を行っております。

　証券事業を営む子会社においては、個人投資家を対象とした株式委託売買業務を主たる事業

としており、顧客から受け入れた預り金や受入保証金について、金融商品取引法に基づき顧客

分別金信託等で運用しております。また、資金運用については安全性を重視し、銀行預金及び

流動性の高い金融資産で運用しております。一方、資金調達については、主に金融機関からの

借入で対応しております。

　カード事業（包括信用購入あっせん事業、個別信用購入あっせん事業、信用保証事業、融資

事業）を営む子会社においては、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機

関からの借入のほか、コマーシャル・ペーパーの発行、債権流動化による直接金融により資金

を調達しております。

　保険事業を営む子会社においては、資産運用にあたり、保険金・給付金を将来にわたって確

実に支払うことが出来るよう、安全性及び収益性の確保が重要な使命と考えております。安全

性を第一義とし流動性を重視した運用資産ポートフォリオの構築を図りつつ、中・長期的に安

定的な収益の確保を目標として、国債、高格付事業債を主体として、リスク分散を図りながら

国内公社債中心の運用を行うことを資産運用の基本方針としております。

　デリバティブ取引に対しては慎重な態度で臨み、投機的な収益獲得手段として取り扱わない

方針としております。

　

②金融商品の内容及びそのリスク

1) 信用リスク

　当社グループが保有する金融資産は、主として割賦売掛金、営業貸付金、有価証券、銀行

事業を営む子会社が保有する銀行事業関連資産、証券事業を営む子会社が保有する証券事業

関連資産、保険事業を営む子会社が保有する保険事業関連資産であります。

　割賦売掛金及び営業貸付金には、カード事業を営む子会社が保有するカード債権や融資債

権、消費者ローン、有担保ローン等が含まれており、これらはカード事業の貸付金として表

示しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスクや貸倒リスクにさらされておりま

す。

　また、有価証券には、負債性金融商品等が含まれており、信用リスクにさらされておりま

す。

　銀行事業関連資産には、銀行事業の有価証券、銀行事業の貸付金等が含まれております。

銀行事業の有価証券には、主に株式、内国債、外国債の有価証券及び信託受益権が含まれて

おり、有価証券については、発行体の財政状態による信用リスクにさらされております。ま
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た、信託受益権については、発行体及び原資産の信用リスクにさらされております。銀行事

業の貸付金には、個人顧客向け無担保カードローン及び住宅ローンが含まれており、これら

は個人顧客の信用リスクにさらされております。

　保険事業関連資産には、保険事業の有価証券等が含まれております。保険事業の有価証券

には、主に国債、地方債、社債が含まれており、発行体の財政状態による信用リスクにさら

されております。

　証券事業関連資産には、証券事業の預託金や信用取引資産等が含まれております。これら

は、証券事業の金融資産として表示しております。証券事業の預託金は、主に顧客分別金信

託等であり、銀行預金等により運用しているため、預入先の信用リスクにさらされておりま

す。信用取引資産は、顧客等の信用リスクにさらされております。

　これらの金融資産については、相手先の業種や地域が広範囲にわたっており、特段の信用

リスクの集中はありません。

2) 流動性リスク

　当社グループが保有する金融負債のうち流動性リスクにさらされているのは、主として借

入金、銀行事業関連負債であります。借入金は取引金融機関に対する当社グループの信用力

やマーケット環境の変化による資金調達条件悪化等のリスクにさらされております。

3) 市場リスク

　当社グループの活動は、主に経済環境・金融市場環境が変動するリスクにさらされており

ます。金融市場環境が変動するリスクとして、具体的には為替変動リスク、金利変動リスク

及び価格変動リスクがあります。

　当社グループが保有する金融資産のうち市場リスクにさらされているのは、主として有価

証券、銀行事業の有価証券、保険事業の有価証券及びデリバティブ資産であります。有価証

券には、株式が含まれており、価格変動リスクにさらされております。銀行事業の有価証券

には、主に株式、国債、地方債、外国証券等の有価証券が含まれており、金利変動リスク及

び為替変動リスクにさらされておりますが、上場株式等がないため、価格変動リスクの影響

は軽微であります。保険事業の有価証券には、主に国債、地方債、社債が含まれており、価

格変動リスクの影響は軽微であります。デリバティブ資産には、証券事業における外国為替

証拠金取引が含まれております。ただし、顧客との間で生じた外国為替証拠金取引に対し、

カウンターパーティーとのカバー取引を行うことにより、顧客との取引により生じる市場リ

スクを回避しているため、原則として為替変動リスクの影響は軽微であります。

　当社グループが保有する金融負債のうち市場リスクにさらされている金融負債は、主とし

て借入金、銀行事業関連負債であり、主に金利変動リスクにさらされております。銀行事業

関連負債には、個人・法人顧客向けの普通預金、個人顧客向け一般定期預金、新型定期預金

のほか、外貨普通預金や外貨定期預金が含まれております。新型定期預金については、金利

変動リスクにさらされておりますが、対応した金利スワップ取引を行うことにより、当該リ

スクをヘッジしております。外貨普通預金・外貨定期預金については、為替変動リスクにさ

らされておりますが、対応した為替予約取引を行うことにより、当該リスクをヘッジしてお

ります。

③金融商品に係るリスク管理体制

1) 信用リスク

　当社グループでは、各社にて制定したリスク管理に関する諸規程において、具体的な各種

リスクの管理方法や管理体制等を定めております。

　信用リスクは、グループ管理規程に基づき、定期的に個別案件毎の与信限度額の設定、顧

客の信用状況の把握、期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回

収懸念の早期把握や低減を図っております。デリバティブ取引については、「ヘッジ取引管理
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細則」に基づき管理しております。取引相手先は主に高格付けを有する金融機関としている

ため、信用リスクはほとんどないと認識しておりますが、取引相手方の契約不履行により経

済的損失を被るリスクがあります。

2) 流動性リスク

　資金調達等にかかる流動性リスクは、各社の制定する規程に従い適正な手元流動性を維持

するべく資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。有価証券等の流動性リ

スクについては、発行体の財務状況を把握し、管理しております。

3) 市場リスク

　市場リスクに係る金融商品のうち、有価証券等については、取締役会において協議し投資

決定を行っており、所定のルールに従って適正に評価されていることを確認しております。

顧客販売のための外貨建金銭債権については、一定額以上の損失を発生させないようポジシ

ョン限度額や損失限度額を設定し、日々販売状況等をモニタリングし、自己ポジションの状

況を管理しております。銀行事業を営む子会社が保有する金融資産については、一定の金

利・為替変動下において、これらの金融資産及び金融負債を時価評価し、その相殺後純額

（以下、「現在価値」という）の影響額を、金利変動リスク及び為替変動リスクの管理にあた

っての定量的分析に利用しております。

④銀行事業を営む子会社における市場リスクに係る定量的情報

1) 金利変動リスクの管理

　当社グループの銀行事業を営む子会社において、主要なリスク変数である金利変動リスク

の影響を受ける金融資産は、主として銀行業の有価証券、銀行業の貸付金であります。

　金融負債については、個人・法人顧客向けの普通預金及び定期預金のほか、外貨普通預金

や外貨定期預金、デリバティブ取引のうち金利スワップ取引であります。

　同子会社では、一定の金利変動下において、これらの金融資産及び金融負債に係る現在価

値の影響額を、金利変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。

　現在価値の影響額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を固定金利群と変動

金利群に分け、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期間毎の金利変動幅

を用いております。例えば、当連結会計年度（平成27年12月31日）において、金利以外の全

てのリスク変数が一定であると仮定し、指標となる金利が全て10ベーシス・ポイント（0.1

％）上昇又は下落した場合、それぞれ平成27年12月31日の現在価値が1,186百万円増減すると

認識しております。

　なお、当該影響額は、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておらず、また外貨建

資産、負債については、平成27年12月31日為替レートをもとに日本円に換算して算出してお

ります。加えて10ベーシス・ポイント下落時に、期間によって金利が負値になる場合につい

ては、排除しておりません。

　

2) 為替変動リスクの管理

　当社グループの銀行事業を営む子会社において、主要なリスク変数である為替変動リスク

の影響を受ける金融資産は、外国証券、外国為替であります。

　金融負債については、預金のうち外貨普通預金及び外貨定期預金、デリバティブ取引のう

ち為替予約取引及び為替スワップ取引等であります。

　同子会社では、一定の為替変動下において、これらの金融資産及び金融負債に係る現在価

値の影響額を、為替変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。

　現在価値の影響額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を通貨別に分け、当

該通貨毎の為替変動幅を用いております。例えば、当連結会計年度(平成27年12月31日)にお

いて、為替以外の全てのリスク変数が一定であると仮定し、各通貨に対して円が10％上昇又
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は下落した場合、それぞれ平成27年12月31日の現在価値が12百万円増減すると認識しており

ます。

　なお、当該影響額は、為替とその他のリスク変数との相関を考慮しておらず、また、通貨

別の現在価値の影響額を、平成27年12月31日の為替レートをもとに、日本円に換算して算出

しております。

⑤証券事業を営む子会社における市場リスクに係る定量的情報

為替変動リスクの管理

　当社グループの証券事業を営む子会社において、主要なリスク変数である為替変動リスク

の影響を受ける金融資産及び金融負債は、主に外国為替証拠金取引より生じるデリバティブ

資産及び負債であります。

　これらの金融資産及び金融負債について、一定の為替変動下における現在価値の影響額に

ついて、定量的分析を実施しております。

　現在価値の影響額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を通貨別に分け、当

該通貨毎の為替変動幅を用いております。例えば、当連結会計年度(平成27年12月31日)にお

いて、為替以外の全てのリスク変数が一定であると仮定し、各通貨に対して円が10％上昇又

は下落した場合、それぞれ平成27年12月31日の現在価値が55百万円増減すると認識しており

ます。

　なお、当該影響額は、為替とその他のリスク変数との相関を考慮しておらず、また、通貨

別の現在価値の影響額を、平成27年12月31日の為替レートをもとに、日本円に換算して算出

しております。
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　 (2) 金融商品の公正価値に関する事項

　平成27年12月31日における連結財政状態計算書計上額、公正価値及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分
連結財政状態計

算書計上額
公正価値 差額

（金融資産）

証券事業の金融資産 1,109,299 1,109,299 －

カード事業の貸付金 833,820 841,976 8,156

銀行事業の有価証券 257,769 257,928 159

銀行事業の貸付金 444,044 445,901 1,857

保険事業の有価証券 15,308 15,976 668

デリバティブ資産 21,312 21,312 －

有価証券 151,237 151,487 250

合計 2,832,789 2,843,879 11,090

（金融負債）

銀行事業の預金 1,366,784 1,367,341 557

証券事業の金融負債 987,244 987,244 －

デリバティブ負債 10,623 10,623 －

社債及び借入金 649,195 652,511 3,316

合計 3,013,846 3,017,719 3,873

公正価値の算定方法

・証券事業の金融資産

　証券事業の金融資産は、主に短期間で決済されるものであり、公正価値は帳簿価額に近似し

ていることから、当該帳簿価額を公正価値としております。

・カード事業の貸付金、銀行事業の貸付金

　カード事業の貸付金及び銀行事業の貸付金の公正価値は、一定の期間毎に区分して、将来の

キャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価

値によって算定しております。

・有価証券、銀行事業の有価証券及び保険事業の有価証券

　これらのうち、上場株式の公正価値については連結会計年度末日の市場の終値、非上場株式

の公正価値については類似業種比較法等、適切な評価技法を用いて算定しております。非上場

の債券等の公正価値については、売買参考統計値、ブローカーによる提示相場等、利用可能な

情報に基づく合理的な評価方法により算定しております。

・デリバティブ資産及び負債

　デリバティブ資産及び負債のうち、為替予約については、先物為替相場等に基づき連結会計

年度末日の公正価値を算定しております。また、金利スワップの公正価値は、将来のキャッシ

ュ・フローを満期までの期間及び連結会計年度末日の金利スワップの利率により割り引いた現

在価値により算定しております。

　なお、金利スワップ契約の取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定しており、信用リ

スクは僅少であるため、公正価値の算定にあたり考慮しておりません。

・銀行事業の預金

　銀行事業の預金のうち、要求払預金については、連結会計年度末日に要求された場合の支払

額（帳簿価額）を公正価値としております。また、定期預金の公正価値は、一定の期間毎に区

分して、将来のキャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割

り引いた現在価値により算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、
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公正価値は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を公正価値としております。

・証券事業の金融負債

　証券事業の金融負債は、主に短期間で決済されるものであり、公正価値は帳簿価額に近似し

ていることから、当該帳簿価額を公正価値としております。

・社債及び借入金

　社債及び借入金のうち満期までの期間が長期のものの公正価値は、一定の期間毎に区分し

て、将来のキャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引

いた現在価値により算定しております。

　なお、その他の金融資産及び金融負債は、主に短期間で決済されるものであり、公正価値は

帳簿価額に近似しております。

　

6. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり親会社所有者帰属持分 464円80銭

(2) 基本的１株当たり当期利益 32円33銭
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7. その他の注記

（企業結合等に関する注記）

OverDrive Holdings, Inc.との企業結合

(1) 企業結合の概要は以下のとおりであります。

① 被取得企業の名称 OverDrive Holdings, Inc.

② 事業の内容

図書館・教育機関向けに電子書籍及びオーディオブック等のコンテンツ配信サービス

③ 企業結合を行った理由

当社は、デジタルコンテンツサービスを、インターネットサービス、FinTechに続く今

後の成長戦略の柱の一つと位置付け、平成24年のKobo Inc.（現 Rakuten Kobo Inc.）買

収以降、電子書籍事業を順調に拡大してまいりました。OverDrive Holdings, Inc.の買

収は、主に同社の確立されたポジショニングやこれまで蓄積してきた有形無形の資産と、

Rakuten Kobo Inc.が誇る技術革新の実績、海外展開、出版社との強固でグローバルな関

係によって、両社が保有するプラットフォーム、ブランド、革新的な製品開発が強化さ

れ、グローバルな成長を加速させると見込まれます。

④ 企業結合日 平成27年４月27日

⑤ 企業結合の法的形式 株式の取得

⑥ 結合後企業の名称 結合後企業の名称に変更はございません。

⑦ 取得した議決権比率 100.0％

⑧ 取得企業を決定するに至った根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

　

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳

（単位：百万円）

取得の対価：

　現金 50,218

取得対価の合計 50,218

　

(3) 取得に直接要した費用は208百万円であり、「営業費用」にて費用処理しております。

　

(4) 発生したのれんの金額及び発生原因は以下のとおりであります。

① 発生したのれんの金額 312百万USドル

※なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金

額であります。

② 発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積り
により発生したものです。
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(5) 企業結合日に受け入れた資産及び負債の額は、以下のとおりであります。

公正価値

資産の部

　現金及び現金同等物 17百万USドル

無形資産 135百万USドル

　その他 35百万USドル

　資産合計 187百万USドル

負債の部

　未払金 3百万USドル

　その他 78百万USドル

　負債合計 81百万USドル

　

(6) 企業結合が期首に行われたと仮定した場合の当社グループの売上収益及び当期利益に与える影
響は軽微なため、記載を省略しております。
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個 別 注 記 表

平成27年12月31日
　
重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 重要な会計方針

　 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

　 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　 時価のないもの 移動平均法による原価法

　 (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品

　 モバイル事業等 先入先出法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

　 その他 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

　 (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

また、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、主に改正

法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上しております。

無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

また、のれんについては、効果が及ぶと見積もられる期間（20年）で償却し

ております。
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

　 (4) 繰延資産の処理方法

　 株式交付費 発行時に全額費用として処理しております。

　 (5) 引当金の計上基準

　 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

　主に従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度分を

計上しております。

　 役員賞与引当金

　役員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度末において負担す

べき額を計上しております。
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　 ポイント引当金

　ポイントの使用による費用発生に備えるため当事業年度末において将来使用されると見込ま

れる額を計上しております。

　 (6) 消費税等の処理方法

　 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　 (7) 「マージン売上」の計上基準

　商品等の取扱高（流通総額）に比例して利用料が計算される「マージン売上」のうちキャン

セル受付期間が設定されている取引については、取引発生時にキャンセル発生見込額を控除し

た取引高に対する利用料を売上として計上しております。

　 なお、キャンセル発生見込額はキャンセル発生実績率に基づき算出しております。

キャンセル受付期間完了前売上高 8,956百万円

　 (8) ヘッジ会計の方法

　 ①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たすものについては、

特例処理を採用しております。

　 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

　 ヘッジ手段

　 為替予約

　 ヘッジ対象

　 外貨建債権債務

　 ③ヘッジ方針

　外貨建債権債務が有する為替変動リスクを回避する目的で、楽天株式会社ヘッジ取引管

理細則に基づき為替予約を行っております。

　 ④ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約取引については、ヘッジ対象取引との通貨単位、取引金額及び決済期日同一性

について、社内管理資料に基づき有効性評価を行っております。

　

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 9,348百万円

　 (2) 関係会社に対する金銭債権及び債務（貸借対照表に掲記しているものを除く）

金銭債権 80,884百万円

金銭債務 38,343百万円

　 (3) 保証債務等の残高

　Rakuten USA,Inc.及びRakuten Europe S.a.r.l.の借入金等支払債務に対して債務保証を行っ

ております。保証債務残高の状況は以下のとおりです。

　Rakuten USA,Inc. 2,507百万円

　Rakuten Europe S.a.r.l. 922百万円

　

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高（損益計算書に掲記しているものを除く）

営業取引による取引高 43,588百万円

売 上 高 8,320百万円

営 業 費 用 △35,267百万円

営業取引以外の取引高 5,794百万円

営業取引以外の取引高（収入） 4,382百万円

営業取引以外の取引高（支出） 1,411百万円
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(2) 事務所移転費用

当事業年度において、事務所移転費用1,162百万円を特別損失に計上しております。

この内訳は、事務所移転に伴う費用1,838百万円、資産除去債務履行差額△676百万円

であります。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

　 当事業年度末における自己株式数

普通株式 6,008,788株

　

5. 税効果会計に関する注記

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　 貸倒引当金 2,198百万円

　 ポイント引当金 16,099百万円

　 賞与引当金 667百万円

　 関係会社株式評価損 24,471百万円

　 未払事業税 1,069百万円

　 資産除去債務 916百万円

　 その他 4,329百万円

　 繰延税金資産小計 49,751百万円

　 評価性引当額 △24,697百万円

　 繰延税金資産合計 25,053百万円

繰延税金負債

　 その他有価証券評価差額金 444百万円

　 有形固定資産 789百万円

　 その他 440百万円

　 繰延税金負債合計 1,673百万円

　 繰延税金資産の純額 23,379百万円
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6. 関連当事者との取引に関する注記

　 役員及び個人主要株主等

属性
氏名又は会
社等の名称

住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

主要株主
（個 人）
及びその
近親者が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
等
（当該会
社の子会
社 を 含
む）

公益財団法
人東京フィ
ルハーモニ
ー交響楽団
（注１）

東京都
新宿区

―

交響管弦
楽による
演奏の企
画・実施
等

―
兼任
1名

交響楽
団のオ
フィシ
ャル・
サプラ
イヤー

協賛金等
（注２）

37 未払金 10

主要株主
（個 人）
及びその
近親者が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
等
（当該会
社の子会
社 を 含
む）

一般社団法
人新経済連
盟
（注３）

東京都
港区

―
政策提言
等

―
兼任
1名

連盟の
一般会
員

協賛金等
（注２）

18 ― ―

役員及びそ
の近親者

三木谷浩史 ― ― 当社役員
被所有
12.37

― ―

ストック
オプショ
ンの権利
行使
（注４）

113 ― ―

役員及びそ
の近親者

小林正忠 ― ― 当社役員
被所有
0.17

― ―

ストック
オプショ
ンの権利
行使
（注４）

89 ― ―

役員及びそ
の近親者

杉原章郎 ― ― 当社役員
被所有
0.41

― ―

ストック
オプショ
ンの権利
行使
（注４）

27 ― ―

役員及びそ
の近親者

安武弘晃 ― ― 当社役員
被所有
0.03

― ―

ストック
オプショ
ンの権利
行使
（注４）

11 ― ―

役員及びそ
の近親者

武田和徳 ― ― 当社役員
被所有
0.02

― ―

ストック
オプショ
ンの権利
行使
（注４）

54 ― ―
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属性
氏名又は会
社等の名称

住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及びそ
の近親者

穂坂雅之 ― ― 当社役員
被所有
0.01

― ―

ストック
オプショ
ンの権利
行使
（注４）

11 ― ―

役員及びそ
の近親者

草野耕一 ― ― 当社役員
被所有
0.00

― ―

ストック
オプショ
ンの権利
行使
（注４）

19 ― ―

役員及びそ
の近親者

山口勝之 ― ― 当社役員
被所有
0.00

― ―

ストック
オプショ
ンの権利
行使
（注４）

38 ― ―

　上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注１） 当社代表取締役会長兼社長である三木谷浩史が、理事長を兼任しております。

（注２） 協賛金の支払は、社会貢献の観点から実施を決定しております。

（注３） 当社代表取締役会長兼社長である三木谷浩史が、代表理事を兼任しております。

（注４） 当社株主総会の決議に基づき付与されたストックオプションの当事業年度における権利行使

を記載しております。

　 子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合
(％)

関係内容
役員の兼任
等事業上
の関係

取引の内容
取引
金額

(百万円)
科目

期末残高
(百万円)

子会社 Rakuten USA, Inc.
所有直接

100
役員の兼任 増資の引受（注2） 50,928 ― ―

子会社
Rakuten Europe

S.a.r.l.

所有直接

100
役員の兼任 増資の引受（注2） 26,223 ― ―

子会社
SPARROWHAWK

PARTNERS, INC.

所有直接

100
増資の引受（注2） 57,002 ― ―

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

（注１） 一般の条件と同様な取引条件であることが明白な取引については、記載を省略しております。

（注２） 子会社の行った第三者割当増資を引受けております。

7. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 393円60銭

(2) １株当たり当期純損失 9円86銭
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