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本資料に掲載されている事項は、当社のご案内の他、事業戦略等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の発行する株
式もしくは親会社である楽天株式会社の発行する株式、その他の有価証券への投資の勧誘を目的としたものではありません。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当社の判断であり、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御承知おきください。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。
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総合口座

 総合口座数は、当上半期に150万口座を突破

 当期の口座開設数も、実績を開示している主要オンライン証券中、第一位

*マネックス証券・クリック証券は開示基準の違いにより比較できないため掲載せず
*SBI証券は未発表のため未掲載。 出所：各社ウェブサイト上での公開情報により当社集計

2014年3月期上半期

新規口座開設数
総合口座開設数推移
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預り資産

 預り資産残高は過去最高額2兆6千億円を記録

 投資信託・外貨建て資産も順調に預り残高を伸ばす。

預り資産の推移

*投資信託には外貨建てMMFを含む。*円貨建て資産には投資信託を除く
*外貨建て資産には各種通貨建て預かり金・外国債券・外国株式・海外先物証拠金（ドル建て）を含む
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2014年3月期上半期 業況

 市況の活況から、半期過去最高収益・利益を記録

（単位：百万円）

＊2012年3月期第2四半期より連結数値（JGAAP）

Q2/12 累計
（2012年4月～2012年9月）

Q2/13 累計
（2013年4月～2013年9月）

前年同期比
増減率

営業収益 9,486 24,052 ＋ 153.5 %

純営業収益 8,859 23,450 ＋ 164.7 %

販売費・
一般管理費

7,396 11,312 ＋ 52.9 %

営業利益 1,462 12,137 ＋ 729.9 %

経常利益 1,498 11,872 ＋ 692.0 %

中間純利益 1,097 6,643 ＋ 505.1 %
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2014年3月期上半期 販売費・一般管理費

 取引量の増加に伴い、取引関係費が大幅に増え販管費は113億円

（単位：百万円）

＊2012年3月期第2四半期より連結数値（JGAAP）

Q2/12 累計
（2012年4月～2012年9月）

Q2/13 累計
（2013年4月～2013年9月）

前年同期比
増減率

販売費・一般管理費 7,396 11,312 ＋52.9%

取引関係費 2,524 5,088 ＋101.6%

（うち広告宣伝費） 392 942 ＋140.3%

人件費 1,237 1,725 ＋39.5%

不動産関連費 836 1,026 ＋22.7%

事務費 1,522 1,922 ＋26.3%

減価償却費 1,167 1,244 ＋6.6%

その他 107 303 ＋183.2%
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楽天証券 SBI証券 松井証券 マネックスG ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券 GMOｸﾘｯｸHD

営業収益 24,052 37,961 22,190 29,284 12,421 10,848

前年同期比 ＋153.5% ＋108.5% ＋184.1% ＋95.4% ＋133.3% ＋43.5%

販売費・
一般管理費 11,312 18,919 5,984 17,853 5,108 7,643

前年同期比 ＋52.9% ＋38.0% ＋28.1% ＋22.6% ＋43.1% ＋55.7%

営業利益 12,137 16,944 15,615 9,233 6,280 2,659

前年同期比 ＋729.9% ＋448.8% ＋481.0% - ＋594.2% ＋17.0%

経常利益 11,872 16,876 15,666 11,078 6,335 2,622

前年同期比 ＋692.0% ＋434.7% ＋475.3% ＋734.0% ＋559.7% ＋19.1%

中間純利益 6,643 9,391 9,435 6,715 3,590 1,781

前年同期比 ＋505.1% ＋289.1% ＋427.2% ＋436.8% ＋469.2% ＋3.0%

2014年3月期上半期 主要オンライン証券 業績比較

 当社は営業利益121億円（同年前期比+729.9％）を達成
（単位：百万円）

出所：各社開示資料より当社集計。

*楽天証券、ＳＢＩ証券、マネックスグループ、ＧＭＯクリックホールディングスは連結業績、カブドットコム証券・松井証券は非連結業績

*マネックスグループは2013年3月期よりIFRSを導入しているが、比較目的のためマネックスG開示による連結業績四半期推移表示組替情報より当社作成
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2014年３月期第2四半期業況

 活況な市場の影響により1Q/13に過去最高の営業収益・営業利益を達成。
2Q/13も堅調に推移し営業収益100億円を連続達成

（単位：百万円）

1Q
（12年4～6月）

2Q
（12年7～9月）

3Q
（12年10～12月）

4Q
（13年1～3月）

1Q
（13年4～6月）

2Q
（13年7～9月）

営業収益 4,839 4,646 5,469 9,592 13,624 10,427 ▲23.5%

純営業収益 4,553 4,305 5,260 9,349 13,262 10,187 ▲23.2%

販売費・
一般管理費 3,652 3,743 3,901 5,106 5,950 5,362 ▲9.9%

営業利益 900 561 1,359 4,242 7,312 4,825 ▲34.0%

経常利益 923 575 1,310 4,250 7,044 4,827 ▲31.5%

四半期純利益 920 177 387 4,150 4,232 2,410 ▲43.1%

2013年(J-GAAP)2012年(J-GAAP)
前期比
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1Q
（12年4～6月）

2Q
（12年7～9月）

3Q
（12年10～12月）

4Q
（13年1～3月）

1Q
（13年4～6月）

2Q
（13年7～9月）

販売費・一般管理費 3,652 3,743 3,901 5,106 5,950 5,362 ▲9.9%

取引関係費 1,265 1,258 1,449 2,104 2,863 2,225 ▲22.3%

（うち広告宣伝費） 178 213 205 398 546 396 ▲27.5%

人件費 599 638 668 1,006 833 892 ＋7.1%

不動産関連費 425 411 402 424 506 519 ＋2.6%

事務費 764 758 745 797 917 1,004 ＋9.5%

減価償却費 586 581 570 605 598 646 ＋8.0%

その他 10 96 63 166 228 73 ▲68.0%

2013年(J-GAAP)2012年(J-GAAP)
前期比

販売費・一般管理費 四半期推移

（単位：百万円）

＊2012年3月期第2四半期より連結数値

 取引量増に伴う取引関係費、コールセンターやシステムを中心とするビジネ
ス基盤強化費用を中心に販管費は増加
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楽天証券 SBI証券 松井証券 マネックスG ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券 GMOｸﾘｯｸHD

株式売買代金
（単位：十億円） 31,564 72,368 22,043 14,042 15,639 17,055

前年同期比 ＋348.9% ＋368.5% ＋565.7% ＋341.7% ＋350.8% ＋320.5%

信用取引残高
（単位：十億円） 302.0 633.0 307.1 181.5 225.1 N.A.

前年同期比 ＋122.7% ＋120.6% ＋110.0% ＋76.2% ＋89.7% -

投資信託残高
（単位：十億円） 325.0 765.1 - 320.2 132.1 -

前年同期比 ＋78.3% ＋37.8% - ＋22.2% ＋33.9% -

先物オプション収益

（単位：百万円） 1,072 N.A. 891 490 884 N.A.

同年前期比 ＋96.3% - ＋109.2% ＋76.9% ＋103.7% -

FX収益
（単位：百万円） 2,106 2,046 366 2,795 732 N.A.

前年同期比 ＋273.1% ＋22.2% ＋43.5% ＋73.6% ＋115.9% -

2014年3月期 第2四半期主要指標比較

 主要オンライン証券中、投資信託残高・FX収益で高い成長をみせる。

*各社公表資料より、当社作成。

*当社投資信託残高には、国内外MMFを含む。2013年1月に楽天銀行より吸収分割の方法により承継した投資信託残高を含む。

*マネックスグループの各数値は、マネックス証券単体、もしくは連結決算における地域別セグメント：日本における数値。

*マネックスグループの投資信託は株式投信・外国投信・公社債投信（外貨建MMFを含む）の合計



12

２ 2014年3月期上半期 事業の状況
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委託手数料

 委託手数料全体では前年同期比+165.3％と大きく増加

委託手数料（連結ベース）

+165.3％

前年同期比
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国内株式売買代金

 株式売買代金は市況の活況から引き続き高水準を記録
 マーケットスピードでの板発注機能等、新機能を追加し更なるサービス向上

に努める。
国内株式売買代金の推移
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国内株式 委託個人売買代金シェア

 国内株式の委託個人売買代金の個人シェアは15.2％

*株式個人委託売買代金は二市場１，２部等
*出所：東京証券取引所開示資料及び各社ウェブサイト上での公開情報により当社集計

楽天証券楽天証券

SBI証券

松井証券

クリック証券

マネックス
証券

ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ
証券

2013年4月～9月

国内株式取引額 二市場の個人委託売買代金
に対する各社のシェア
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信用取引口座

 信用取引口座についても、高い成長を持続

*マネックス証券は口座数情報の開示基準が異なるため、掲載せず。*SBI証券は未開示のため記載せず。
*出所：各社ウェブサイト等での公開情報により集計

（各社の1Q/10末を100とした場合の指
数）

信用取引口座数推移 信用取引口座 増加率

楽天証券 ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券
松井証券
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先物オプション取引

 先物・オプション取引口座数は順調に増加。リスクとのバランスをみつつ運営

**SBI証券は数値非開示につき未掲載
*楽天証券のデリバティブ収益には連結子会社であるドットコモデティ株式会社の数字を含む

*出所（社）金融財政事情研究会各社公表情報及び各社ウェブサイト等での公開情報により集計。マネックス証券は日本国内分のみ

2Q/13累計

先物・オプション口座数 先物・オプション収益 デリバティブ収益
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投資信託

 投資信託残高は3,000億円突破後も力強く成長。残高は同年前期比+78.2％

（各社の1Q/11末を100とした場合の指
数）

投資信託残高・販売額推移 投資信託残高推移

*当社投資信託残高及び販売額には国内外MMFを含む。*松井証券は投資信託の取扱いなし
*マネックスグループの投資信託は株式投信・外国投信・公社債投信（外貨建MMFを含む）の合計

*出所：各社ウェブサイト等での公開情報をもとに弊社にて指数化



19

投資信託

 投資信託関連収益は順調に増加
 取扱本数は1,403本まで増加し、業界最大級の商品を提供

投資信託関連収益 投資信託取扱い本数
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投資信託

 同年前期比 26.1％と積立設定件数は堅調な伸び。

積立設定件数推移
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FX
 2013年1月の新FXサービス提供後、高水準の売買代金が続く
 店頭FX業界における取引金額による順位は四半期ベースにて13位（2Q/12）

から7位（2Q/13）へ上昇

FX 収益推移FX売買代金推移

*店頭FX業界における順位は金融先物取引業協会公表資料の取引金額（円金額）を参考
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外国株式

 外国株式取扱い数は2013年9月末に1,874銘柄に

 米国株式売買代金は順調に推移

外国株式取扱銘柄数推移 米国株式売買代金の推移
3Q/11末を100とした場合の指数）

*外国株式取扱銘柄数はETFを含む。
*アセアン株式はシンガポール・タイ・インドネシア・マレーシアを含む。
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金・プラチナ取引サービス

 金・プラチナ取引サービスの口座数は堅調に推移
 積立額は１Q/13に大きな増加をみせる

金・プラチナ取引サービス
累積口座開設数推移

金プラチナ取引サービスの
積立額推移

（1Q/12を100とした場合の指数）
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IFA ビジネススキーム

説明・勧誘

個人富裕層をターゲットとするB2B2Cビジネス

お客様

IFA 法人

（IFA）

金融商品仲介
業務委託契約

申込・相談

楽天証券によるビジネス
プラットフォーム・商品・
コンプライアンスなどの
各種サポート

営業に専念することによる
競争力の強化
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IFA ビジネス

 顧客数・預り資産残高ともに順調に成長

IFA顧客数推移 IFA経由顧客 預り資産残高
（2Q/11末を100とした場合の指数）
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金融収益

 信用取引残高は2Q/13に3,000億円を突破し、残高・収益ともに順調に成長

信用取引残高と当社シェア推移 金融収益推移

*当社残高シェアは東京証券取引所公表数値を元に当社算出
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３ 戦略・施策



28

楽天グループシナジー

 楽天グループとの強力なシナジーを推進力にしたサービス提供を進める。

8,000万を超える
楽天会員

ネットリテラシーの高い顧客層
の取り込み
・楽天市場
・楽天トラベル
・楽天オークション
・楽天Edy
・楽天生命 等

楽天グループのメリットを
活かしたサービスの提供

■Webマーケティング
■ＩＤ連携プログラム
■ポイントプログラム
■最先端のネットテクノロジー

・新しいデバイスへの展開
・マーケティング分析

ノウハウ＆テクノロジー顧客基盤

150万人を超える

お客様への最新・革新的な

サービスのご提供

8,700万を超える

楽天会員*

ネットリテラシーの高い顧客層
の取り込み

・楽天市場

・楽天トラベル

・楽天オークション

・楽天Edy

・楽天生命 等

楽天グループのメリットを

活かしたサービスの提供

■Webマーケティング

■ＩＤ連携プログラム

■ポイントプログラム

■最先端のネットテクノロジー

・新しいデバイスへの展開

・マーケティング分析

*楽天会員のうち、楽天会員入会後サービス利用の認められない非アクティブ会員及びログインをした月内に退会をした会員を除いた実質
会員は2013年9月末現在で6,026万人です。
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楽天経済圏の進化

E-コマース

クレジット
カード

銀行

証券 テレコム

トラベル

電子マネー
デジタルコンテンツ

ポータルサービス

データベース

ロイヤリティー
プログラム

（楽天スーパーポイント）

ログイン
ID

 楽天スーパーポイントと楽天会員ＩＤをベースに商品・サービスを提供
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楽天グループ入り10周年

営業収益 営業利益

楽天連結

証券

貢献率

（百万円） （百万円）

*年度は1-12月での集計。 2013年は1-9月の3四半期累計期間。
**2012年まではJ-GAAP、2013年はIFRSでの集計。

 2003年11月に楽天グループ入り後、10周年を迎える節目に。

楽天連結

証券

貢献率
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楽天グループの金融ビジネス

 楽天銀行、楽天カードをはじめとした楽天金融事業とのシナジーによりお客
様に一層質の高いサービスや商品を提供

オンライン銀行クレジットカード事業 電子マネー事業

オンライン商品先物取引業 保険販売代理保険事業

100% 100%

100%100% 85.0%

商品提供 商品提供

顧客誘導

金融商品仲介

積立引落し

ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

顧客誘導
収納代行

顧客誘導
ポイントプログラム

100%

投信委託・投資顧問業

100%

97.1%

http://corp.rakuten.co.jp/
http://www.rakuten-edy.co.jp/
http://hoken.rakuten.co.jp/
http://www.rakuten-card.co.jp/
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
http://www.commodity.co.jp/
http://www.rakuten-life.co.jp/
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楽天グループ経由 新規口座開設数

楽天グループ経由口座開設数推移

 活況な市場により、グループ外からの新規顧客が増加
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楽天銀行とのシナジー・マネーブリッジ

 2Q/13に利用残高が1,000億円、ユーザー数２０万人を突破。

『マネーブリッジ』サービス 取扱い実績
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投信積立における楽天グループの比率

 投信積立は楽天グループ会員との親和性が高く、楽天グループ比率は高い
水準で推移

投信積立における楽天グループ会員の比率
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楽天グループスマートフォンアプリのラインナップ

 スマートフォンの普及に伴い、グループにて各カテゴリーのアプリを開発

http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/pointclub_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/chirayomi_ipad/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/books_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/chirayomi_ipad/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/kobo_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/kobo_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/ichibaranking_ipad/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/auction_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/ichiba_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/ichiba_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/recipe_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/onet_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/websearch_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/linkshare_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/smartprint_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/kidona_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/infoseek_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/cia_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/kuji_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/dining_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/gateway_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/shashinkan_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/recipe_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/smartpay_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/card_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/bank_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/edy_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/ispeed_ipad/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/toto_android/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/gora_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/tabimemo_iphone/
http://www.rakuten.co.jp/sitemap/spapp/travel_iphone/
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楽天証券スマートフォン・タブレットサービスのラインナップ

日本株式 先物オプションFX 投資信託

スマートフォン専用
投信サイト

https://itunes.apple.com/jp/app/ispeed-for-ipad-zhu-tou-zi/id421798565?mt=8
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スマートフォン・タブレット利用率

 スマートフォン専用アプリ“iSPEED”の機能・利便性がお客様から大きな支持
を受け、利用者は大きく増加。 2Q/13に累計50万ダウンロードを記録

各取引におけるスマートフォン利用者の割合*

48.1％

*上記ログイン人数は各四半期末の月のログイン人数を集計 *スマートフォンにて注文したユニークユーザ数をもとに弊社にて集計

スマートフォンアプリダウンロード数推移
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楽天証券のNISA

株式も!
投資信託も!

海外株式も！

楽天証券なら国内株式や
投資信託に加え、海外株
式もNISAの対象！
更に投資信託は1,300本

以上の品揃え、充実の
積立サービス(1,000円から
可能)にも対応！

ノーロード投信

約400本

国内株式※

売買手数料 0円

海外ETF ※

買付手数料 0円・ドル

NISA専用

ダイヤル
でお悩み解決！

全国各地で
NISAセミナーを

順次開催しております！

業界随一の
品揃え!! 格安手数料 充実のサポート

※2014年内の取引が対象
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NISA 楽天証券ならではのサービス！
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マーケットスピード 最新バージョンリリース

 お客様からご要望の多かった板発注機能 『武蔵』 を実装

ドラック＆ドロップで注文 スピーディな発注、注文が板上に表示
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オンライン証券初となる クイック注文

 信用取引の高速、回転売買に特化した、価格をワンクリックするだけで新規注文・
返済注文ができるオンライン証券初の注文機能 『エクスプレス注文』 を実装

価格をクリックで注文

個別の条件設定
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投信積立銀行引落しサービスの開始
投信分配金自動振込みサービス
投資信託基準価格や分配金発生などの情報をメールで通知
する『投資信託自動メール』を開始

楽天証券で『投信』積み立てを始めよう発刊

投資信託 サービス向上の取り組み

 投資信託に関しては、当上半期の施策により利便性が大きく向上

当上半期の主な施策
全国約200行からの

引落しが可能に！

全国約200行からの

引落しが可能に！

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20130628-01.html
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セミナー～全国キャラバン展開中～

 ネットセミナー・マーケットスピードセミナーと合わせて2万人以上が参加
 当社トレーディングツールの実践的な利用法の加えNISAの有効利用をご案内

2月2日 東京 【済】
3月31日 名古屋 【済】
4月20日 大阪 【済】
5月18日 福岡 【済】
6月8日 金沢 【済】
8月3日 札幌 【済】
8月24日 神戸 【済】
9月1日 広島 【済】
10月6日 東京 【済】
11月24日 仙台
12月1日 沖縄

2013年セミナー参加者累計数 2013年全国キャラバンスケジュール
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【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸
経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等および
リスクについては、楽天証券ホームページの「投資にかかる手数料等およびリス
ク」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内
容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社 （楽天証券ホームページ）
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
日本商品先物取引協会

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/risk.html
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/risk.html
https://www.rakuten-sec.co.jp/
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