
楽天証券株式会社
2014年3月期決算説明資料

2014年5月9日

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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楽天証券創業15年

 創業15周年の節目に過去 高となる営業収益/利益を記録し更なる成長を
 口座数は167万口座、国内株式売買代金は年間56兆円を占めるまでに

ビジネス基盤が拡大

楽天証券総合口座数 167万口座 (2014年3月末)

楽天証券 国内株式売買代金 56兆円(2014年3月期)

営業収益の推移*
（単位:100万円）

2003年11月
楽天グル―プに参加

*2000年3月末～2004年3月末及び2010年3月末、
2011年3月末は、非連結の数字にて表示
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１ 2014年3月期 決算概要
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総合口座

 総合口座数は、アベノミクス、楽天イーグルス優勝の影響もあり大きく増加
 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月期新規口座開設数総合口座数推移
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預り資産

 預り資産残高は当期末にて2兆7千億円を記録
 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 業況 (連結)

 市況の活況から、過去 高収益・利益を記録。営業利益は前期比+217％

（単位：百万円）

2013年3月期
(JGAAP)

（2012年4月～2013年3月）

2014年3月期
(JGAAP)

（2013年4月～2014年3月）

前年比
増減率

営業収益 24,548  45,773  ＋ 86.5 % 

純営業収益 23,469  44,568  ＋ 89.9 % 

販売費・
一般管理費

16,404  22,175  ＋ 35.2 % 

営業利益 7,064  22,393  ＋ 217.0 % 

経常利益 7,059  22,209  ＋ 214.6 % 

当期純利益 5,635  12,668  ＋ 124.8 % 
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2014年3月期 販売費・一般管理費 (連結)

 取引量の増加に伴い、取引関係費・事務費が大幅に増加

（単位：百万円）

2013年3月期
(JGAAP)

（2012年4月～2013年3月）

2014年3月期
(JGAAP)

（2013年4月～2014年3月）

前年比
増減率

販売費・一般管理費 16,404  22,175  ＋35.2% 

取引関係費 6,078  9,670  ＋59.1% 

（うち広告宣伝費） 996  1,846  ＋85.3% 

人件費 2,912  3,136  ＋7.7% 

不動産関連費 1,664  2,068  ＋24.3% 

事務費 3,066  4,107  ＋34.0% 

減価償却費 2,343  2,671  ＋14.0% 

その他 340  518  ＋52.4% 
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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 45,773  74,298  39,883  54,722  23,347  21,456  

前年比 ＋86.5% ＋71.2% ＋91.8% ＋51.6% ＋77.8% ＋19.7% 

販売費・
一般管理費 22,175  37,156  11,648  34,981  9,707  14,663  

前年比 ＋35.2% ＋28.0% ＋19.8% ＋15.2% ＋27.9% ＋20.4% 

営業利益 22,393  32,799  27,090  15,069  11,579  5,585  

前年比 ＋217.0% ＋185.7% ＋165.7% ＋341.9% ＋198.2% ＋11.3% 

経常利益 22,209  32,743  27,175  16,895  11,750  5,466  

前年比 ＋214.6% ＋184.4% ＋165.2% ＋141.4% ＋197.4% ＋10.7% 

当期純利益 12,668  18,069  16,300  10,356  6,629  3,689  

前年比 ＋124.8% ＋168.3% ＋153.6% ＋165.5% ＋189.4% ＋27.7% 

2014年3月期 主要オンライン証券 業績比較

 当社は過去 高営業利益223億円（同年前期比+217％）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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第3四半期
（12年10～12月）

第4四半期
（13年1～3月）

第1四半期
（13年4～6月）

第2四半期
（13年7～9月）

第3四半期
（13年10～12月）

第4四半期
（14年1～3月）

営業収益 5,469 9,592 13,624 10,427 10,851 10,870 ＋0.2% 

純営業収益 5,260 9,349 13,262 10,187 10,553 10,564 ＋0.1% 

販売費・
一般管理費 3,901 5,106 5,950 5,362 5,177 5,685 ＋9.8% 

営業利益 1,359 4,242 7,312 4,825 5,375 4,879 ▲9.2%

経常利益 1,310 4,250 7,044 4,827 5,378 4,958 ▲7.8%

四半期純利益 387 4,150 4,232 2,410 3,120 2,904 ▲6.9%

2013年３月期 (JGAAP) 2014年３月期(JGAAP)

前四半期比

2014年３月期四半期別業況 (連結)

 活況な市場の影響により1Q/13に過去 高の営業収益・営業利益を達成。
下半期も堅調に推移し、全四半期において営業収益100億円を達成

（単位：百万円）
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第3四半期
（12年10～12月）

第4四半期
（13年1～3月）

第1四半期
（13年4～6月）

第2四半期
（13年7～9月）

第3四半期
（13年10～12月）

第4四半期
（14年1～3月）

販売費・一般管理費 3,901 5,106 5,950 5,362 5,177 5,685 ＋9.8% 

取引関係費 1,449 2,104 2,863 2,225 2,268 2,313 ＋2.0% 

（うち広告宣伝費） 205 398 546 396 425 479 ＋12.7% 

人件費 668 1,006 833 892 627 782 ＋24.7% 

不動産関連費 402 424 506 519 521 520 ▲0.2%

事務費 745 797 917 1,004 974 1,210 ＋24.2% 

減価償却費 570 605 598 646 668 758 ＋13.5% 

その他 63 166 228 73 115 97 ▲15.7%

2013年3月期(JGAAP) 2014年3月期(JGAAP)
前四半期比

 制度対応等により、事務委託費を中心に販管費は増加

販売費・一般管理費 四半期推移 (連結)

（単位：百万円）
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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） 11,553  27,609  9,475  4,393  6,238  7,086  

前四半期比 ▲10.6% ▲8.0% ＋6.1% ▲18.9% ▲4.0% ▲1.8% 

信用取引残高
（単位：十億円） 322.3  691.0  295.3  189.9  247.6  n.a.

前四半期比 ▲7.1% ▲2.0% ▲6.5% ▲9.6% ＋11.5% -

投資信託残高
（単位：十億円） 356.3  843.8  - 330.3 137.7  -

前四半期比 ＋7.0% ＋8.4% - ＋3.2% ＋3.2% -

先物オプション収益

（単位：百万円） 374  n.a. 323  131  321  n.a.

前四半期比 ＋5.3% - ＋7.0% ＋0.0% ＋3.5% -

FX収益
（単位：百万円） 1,263  1,171  131  997  349  n.a.

前四半期比 ＋24.5% ＋12.2% ＋12.9% ＋14.1% ＋1.5% -

2014年3月期 第4四半期主要指標比較

 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
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２ 2014年3月期 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比+75.8％と大きく増加

委託手数料（連結ベース）

+75.8％
前年同期比
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国内株式売買代金

 2014年3月期の株式売買代金は市況の活況から前年比+143％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１５.３％

*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

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～2014年3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

楽天証券
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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
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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

**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

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

（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*SBI証券はMMF中国ファンド及び対面口座分預りを含む

*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



20

投資信託

 活況により販売手数料は前年比+96％。残高と連動する信託報酬は同+60％
 取扱本数は2014年3月末に1,516本まで増加し、業界 大級の取扱い

投資信託関連収益 投資信託取扱い本数



21

投資信託

 同年前期比 28.7％。積立設定件数はNISA制度開始後に大きく増加

積立設定件数推移
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FX
 2013年1月の新FXサービス開始以来、高水準の売買代金と収益を記録
 店頭FX業界における取引金額による順位は8位（4Q/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一般社団法人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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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
預り残推移

（4Q/12末を100とした場合の指数）
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IFA ビジネススキーム

口
座
開
設
・
資
産
預
入

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

口
座
管
理
・
金
銭
有
価
証
券
の
受
渡

営業に専念することによる
競争力の強化
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IFA 独立セミナー

 FY2013年度中に独立セミナーを開催５都市にて全9回開催し、多くの金融出
身者がセミナーに参加。楽天証券におけるIFA登録外務員数は大きく増加

日経ヴェリタス・日本経済新聞
に広告を掲載

IFA登録外務員数の推移
（1Q/12末を100とした場合の指数）

+33.0% 前年比
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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
（1Q/12末を100とした場合の指数）

+39.8% 前年比
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金融収益

 信用取引残高は2Q/13以降3,000億円を超えて好調に推移

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
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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
■ 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

160万人を超える

お客様への 新・革新的な

サービスのご提供

9,100万を超える

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

■ 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2014年3月末現在で6,459万人です。
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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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楽天グループの金融ビジネス

 2014年7月1日付でドットコモディティ社と合併により統合し更なるシームレス
な金融サービスの提供を目指す

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% 100%

商品提供
商品提供

顧客誘導

ﾎﾜｲﾄﾗﾍﾞﾙ提供

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%

100%
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ドットコモディティ社との統合

 ドットコモディティ社が持つ国内商品先物取引のノウハウを取り込み、
更なるサービスの拡充

+
国内商品先物取引

預かり資産* No.1
売買高** Ｎｏ.1
口座数*** Ｎｏ.1

統合予定日 2014年7月1日

*預かり資産は一般顧客を対象としたオンライン取引部署預り証拠金総額（2013年10月末）**売買高は一般顧客を対象とした2013年10
月度のオンライン取引による月間トータルの売買高（枚数）***証拠金が預託されている2013年10月末時点でのオンライン取引総口座
数（書類のみ・廃止済みを除外） 出所：2013年10月末時点 キャピタル・エフ調べ

160万を超えるお客様へ
コモディティ分野において

更なる複合的かつシームレス
なサービスのご提供
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2014年3月
基本合意

2014年7月
会社統合

2014年未定
事業統合

楽天ブランド・ネットワークを利用し、
グローバルなマーケット展開へ

■グローバルビジネスの拡大

■ブランド力強化

■B2B・ホワイトラベルビジネスの拡大

ドットコモディティ社との統合スケジュール

 新たに楽天証券の看板のもと、さらなるコモディテイと金融収益の融合を図り
アジアNo.1のFCM（先物取次業者）を目指す

×
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楽天グループ経由 新規口座開設割合

楽天グループ経由口座開設数推移

 グループ経由口座開設数は安定して3割を超える比率で推移
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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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楽天銀行とのシナジー・マネーブリッジ

 利用残高・ユーザー数ともに前年同月比約50％増と力強い成長

『マネーブリッジ』サービス 取扱い実績
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楽天銀行FXサービスにおけるホワイトラベルサービス

about 48%
（Estimation）

お客様

マーケティング

注文

収益分配

 2014年4月7日に開始した楽天銀行へのホワイトラベルサービスを１号ケース
として、ホワイトラベルサービス提供による更なる収益の拡大を目指す

ホワイトラベルサービス イメージ図

注文
カウンター
パーティ
（CP）ディーリング

ホワイトラベル
サービス提供先
ホワイトラベル

サービス提供先

ホワイトラベル
サービス提供先
ホワイトラベル

サービス提供先

カウンター
パーティ
（CP）

カウンター
パーティ
（CP）

更なる取引量の増加
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楽天投信投資顧問とのシナジー

楽天証券投信残高における
楽天投信投顧問の寄与

 ネット投資家を中心に幅広く商品を提供。人気のファンド、楽天投信投資顧問
の『楽天USリートトリプルエンジン』は常時買付ランキング上位に選出

楽天投信投資顧問運用資産残高
に楽天証券が占める割合

2014年3月末 2014年3月末

運用資産残高 1,393億円
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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
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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
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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”は4Q/13に累計68万ダウンロードを記録
 取引におけるスマートフォン利用者もFXアプリを筆頭に急拡大を見せる

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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iSPEED for iPad 機能追加

 人気のiSPEED for iPADに発注機能を実装 （2014年5月2日リリース）

新機能

 国内株式取引（現物・信用）の注文機能
充実のマーケット情報を見ながら同画面から
株式売買を可能に

 『マイボード』機能の拡充
人気の100分割・25分割画面を進化させ
た『マイボード 8・マイボード4』が登場

８分割 4分割

 4画面チャート表示の追加
個別株の4画面チャート表示追加

のみでなく、新たに、指数・為替チャート
の同時表示を可能にし、より使いやすい
ツールへの進化を遂げました。

各種テクニカル指標や
表示期間の編集が可能
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楽天証券のNISA

株式

「楽天カード」や全国200の

金融機関から自動引落が
可能

オンライン証券ならではの
格安手数料

国内株式
2014年取引分 売買0円

海外ETF
2014年取引分 実質0円/ﾄﾞﾙ

買付

米国株式 約 1200銘柄
中国株式 約 430銘柄
アセアン株式 約 260銘柄

円貨決済対応

投資信託

業界屈指の取扱い本数

取扱いﾌｧﾝﾄﾞ数 1500本以上

うち、取引手数料無料の投
資信託は460本以上

毎月、1,000円から積立投
資が可能

楽天証券ならではのｻｰﾋﾞｽ

 楽天証券ではNISA口座でのお取引対象商品を豊富にご用意
 『投資信託1,000円分プレゼント』が好評を博し、当初予定より期間を延長
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楽天証券のNISA

*NISA開始から、2014年３月末までに買付を行った口座数

NISA口座の内訳

性別

年代別

NISAの状況（2014年3月末時点）

稼働口座におけるNISA枠利用状況

NISA口座数 157,777

NISA稼働口座数* 72,352

稼働率(%) 45.9%

預かり資産残高（百万円） 30,213

稼働口座当たりの買付額（円） 501,624
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楽天証券のNISA

 NISA口座開設は約16万口座。うち3割が当社新規顧客による開設
 当社新規顧客のうち5割超が投資未経験者であり、初心者層へのNISA浸透が

鮮明に
楽天証券3月末NISA口座に占める新規顧客

当社新規顧客*
47,763 口座

*  楽天証券がNISA口座開設受付を開始した2013年３月30日以降に資料請求を行い、
且つ2014年3月31日時点においてNISA口座を開設している口座数

楽天証券NISA口座数
157,777 口座

投資経験なし 52.3％

投資経験あり 47.7％

年代別
投資経験なしの新規顧客
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NISA口座 買付商品

国内株式買付上位銘柄**NISA口座における
商品別買付状況*

**2014年3月における買付上位銘柄

ｺ-ﾄﾞ 会社名

1 8411 みずほフィナンシャルグループ

2 4502 武田薬品

3 8306 三菱UFJフィナンシャルグループ

4 8267 イオン

5 7550 ゼンショーホールディングス

買付上位ファンド銘柄**

*NISA開始から3月末までの買付累計金額の商品別割合

投信会社名 ファンド名

1 楽天投信投資顧問
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)
毎月分配型

2
損保ジャパン日本興亜
アセットマネジメント

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨　　セレクトコース(トリプルストラテジー)

3 国際投信投資顧問 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

4
日興アセット
マネジメント

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド
毎月分配型(トルコリラコース)

5
ニッセイ アセット
マネジメント

ニッセイ日経225インデックスファンド

 高配当銘柄や優待銘柄が買付上位を占める
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セミナー

 リアルセミナー・ネットセミナー合わせて当年度中に約2万人のお客様と対話

 楽天経済研究所から「投資のステップアップにつながる」魅力あるコンテンツを
ネットセミナーにて提供

セミナー参加者累計数 リアルセミナー

ネットセミナー
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楽天証券経済研究所

 チーフ・ストラテジストとファンド・アナリストを新たに招聘
 お客様の投資活動に資する情報をより幅広く提供

楽天証券経済研究所

投資
情報

エコノミスト

個別株
アナリスト

ファンド
アナリスト

マーケット
アナリスト

ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ

山崎 元
楽天証券経済研究所 客員研究員

窪田 真之
チーフ・ストラテジスト
日本証券アナリスト協会検定会員
米国CFA協会認定アナリスト

土信田 雅之
シニア・マーケットアナリスト

国際テクニカルアナリスト連盟
検定テクニカルアナリスト（CFTe®）

今中 能夫
楽天証券経済研究所 アナリスト

篠田 尚子
ファンド・アナリスト

吉井 隆裕
ファンド・アナリスト
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楽天証券公式本 株式+投資信託+FX

 株式、投資信託、FXの３分野において、書籍を通じ、今まで投資に興味の
なかった新たな顧客層にアプローチ

2014年4月17日発刊

株・資金運用部門第6位

楽天ﾌﾞｯｸｽｳｨｰｸﾘｰﾗﾝｷﾝｸﾞ
（2014/4/23-2014/4/29）

2013年6月20日発刊

株・資金運用部門第5位

楽天ﾌﾞｯｸｽﾃﾞｲﾘｰﾗﾝｷﾝｸﾞ
（2014年4月30日）

2014年4月24日発刊

株・資金運用部門第1位

楽天ﾌﾞｯｸｽﾃﾞｲﾘｰﾗﾝｷﾝｸﾞ
（2014年4月30日）
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データベースの抜本的強化

 楽天証券はExadataX3を導入し、お客様に一層強固な投資インフラ環境を
ご提供いたします

 取次速度が格段に向上し、高品質、且つ安定したサービスをご提供
 導入後は、300万口座まで対応可能なキャパシティに

300万口座

300万口座に対応

+120万口座

1秒に1,000件を超える取引に対応

250件/秒→1,000件/秒

拡張性 安定性 レイテンシー
注文執行速度*410％UP

310msec→75msec

*お客様からの注文を当社にて受注し、取引所への注文
取り次ぎ処理が完了するまでの時間
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カスタマーサービスセンター強化

 楽天証券は福岡カスタマーサービス拠点を拡張移転し、お客様サポート体制を
より一層強化。今後はサービスのハブ拠点として活用

拡張移転により

→キャパシティ（座数）が1.6倍と大幅増
新コールセンターシステムを導入
→サービスレベル向上、効率化

口座管理部門の福岡移転
→連携強化によるサービスレベル向上

システム基盤の一部クラウド化
→お問合せ集中時にも柔軟な対応

繋がり易い

お待たせしない

『繋がり易い、お待たせしない』の実現を
めざし、更なるサービス強化を図ります
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楽天証券の「おもてなし」

 HDI-Japan主催「問合せ窓口格付け」及び「サポートポータル格付け」で
楽天証券は 高ランクを獲得
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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


