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１ 2015年３月期上半期 決算概要
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総合口座総合口座総合口座総合口座

� 総合口座数は、楽天グループ経由の流入を中心に順調に増加
� 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

2015年３月期上半期年３月期上半期年３月期上半期年３月期上半期
新規新規新規新規口座開設数口座開設数口座開設数口座開設数

総合口座数推移総合口座数推移総合口座数推移総合口座数推移
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預り資産預り資産預り資産預り資産

� 預り資産残高は当期上半期に３兆円を突破
� 投資信託・外貨建て資産も順調に預り残高を伸ばす

預り預り預り預り資産の推移資産の推移資産の推移資産の推移

*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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2015201520152015年年年年３３３３月期上半期月期上半期月期上半期月期上半期 業況業況業況業況

（単位：百万円）

*2014年3月期上半期は当社単体数値を記載

2014年3月期
上半期

（2013年4月～2013年9月）

2015年3月期
上半期

（2014年4月～2014年9月）

前年同期比
増減率

営業収益 23,341  20,511  ▲ 12.1 % 

純営業収益 22,739  19,776  ▲ 13.0 % 

販売費・
一般管理費

10,557  11,056  ＋ 4.7 % 

営業利益 12,181  8,720  ▲ 28.4 % 

経常利益 11,925  8,766  ▲ 26.5 % 

当期純利益 6,669  5,721  ▲ 14.2 % 
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2015201520152015年３月期上半期年３月期上半期年３月期上半期年３月期上半期
販売費・一般管理費販売費・一般管理費販売費・一般管理費販売費・一般管理費

（単位：百万円）

*2014年3月期上半期は当社単体数値を記載

2014年3月期
上半期

（2013年4月～2013年9月）

2015年3月期
上半期

（2014年4月～2014年9月）

前年同期比
増減率

販売費・一般管理費 10,557  11,056  ＋4.7% 

取引関係費 4,801  4,441  ▲7.5% 

（うち広告宣伝費） 916  598  ▲34.7% 

人件費 1,516  1,556  ＋2.6% 

不動産関連費 934  845  ▲9.5% 

事務費 1,883  2,305  ＋22.4% 

減価償却費 1,153  1,614  ＋40.0% 

その他 267  292  ＋9.4% 
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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 20,511  35,055  16,309  22,843  10,622  10,450  

前年同期比 ▲12.1% ▲7.4% ▲26.5% ▲22.0% ▲14.5% ▲3.7% 

販売費・
一般管理費 11,056  17,558  5,322  17,823  5,254  7,109  

前年同期比 ＋4.7% ▲7.0% ▲11.1% ▲0.2% ＋2.9% ▲7.0% 

営業利益 8,720  14,990  10,308  2,251  4,207  2,670  

前年同期比 ▲28.4% ▲11.3% ▲34.0% ▲75.6% ▲33.0% ＋0.4% 

経常利益 8,766  15,034  10,376  312  4,327  2,678  

前年同期比 ▲26.5% ▲10.9% ▲33.8% ▲97.2% ▲31.7% ＋2.1% 

四半期純利益 5,721  8,737  6,469  -304  3,246  1,838  

前年同期比 ▲14.2% ▲4.9% ▲31.4% - ▲9.6% ＋3.2% 

2015201520152015年３月期上半期年３月期上半期年３月期上半期年３月期上半期
主要オンライン証券主要オンライン証券主要オンライン証券主要オンライン証券 業績比較業績比較業績比較業績比較

（単位：百万円）

出所：各社開示資料より当社集計

*楽天証券の前年同期比は前年同期単体決算との比較を表示

*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、楽天証券、ＳＢＩ証券、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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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） 21,442 49,548 17,561 8,018 12,128 12,588

前年同期比 ▲32.1% ▲31.5% ▲20.3% ▲42.9% ▲22.5% ▲26.2% 

信用取引残高
（単位：十億円） 341.2 698.0 310.2 181.6 252.3 n.a.

前年同期比 ＋13.0% ＋10.3% ＋1.0% ＋0.1% ＋12.1% -

投資信託残高
（単位：十億円） 436.2 937.3 - 364.9 153.0 -

前年同期比 ＋34.2% ＋22.5% - ＋14.0% ＋15.8% -

先物オプション収益
（単位：百万円） 613  n.a. 530  221  556  n.a.

前年同期比 ▲42.8% - ▲40.5% ▲54.9% ▲37.1% -

FX収益
（単位：百万円） 2,079  1,866  168  1,132  572  n.a.

前年同期比 ▲1.3% ▲8.8% ▲54.1% ▲59.5% ▲18.0% -

2015201520152015年３月期年３月期年３月期年３月期 上半期主要指標比較上半期主要指標比較上半期主要指標比較上半期主要指標比較

� 投資信託残高で高い成長をみせる中、信用取引残高も堅調に推移

*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

*カブドットコム証券は同社開示の商品別半期推移より集計
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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） 11,540 26,525 9,456 4,340 6,593 6,730

前四半期比 ＋16.5% ＋15.2% ＋16.7% ＋18.0% ＋19.1% ＋14.9% 

信用取引残高
（単位：十億円） 341.2 698.0 310.2 181.6 252.3 n.a.

前四半期比 ＋5.5% ＋5.3% ＋5.2% ＋0.5% ＋21.4% -

投資信託残高
（単位：十億円） 436.2 937.3 - 364.9 153.0 -

前四半期比 ＋9.8% ＋4.8% - ＋5.5% ＋5.1% -

先物オプション収益
（単位：百万円） 304  n.a. 274  108  287  n.a.

前四半期比 ▲1.3% - ＋7.0% ▲4.4% ＋7.1% -

FX収益
（単位：百万円） 1,119  1,020  96  500  326  n.a.

前四半期比 ＋16.7% ＋20.6% ＋33.3% ▲20.9% ＋33.1% -

2015201520152015年３月期年３月期年３月期年３月期 第２四半期主要指標比較第２四半期主要指標比較第２四半期主要指標比較第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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当当当当社収益社収益社収益社収益構造推移構造推移構造推移構造推移

2Q/09                  2Q/14

委託手数料

投資信託
債券

金融収益

FX

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

51.9%

アセット

45.1%

� 取扱商品の拡充により、収益に占めるアセット系収益の割合が増加

*比較数値は、各年の単体数値における比率を表示

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

65.5%

アセット

30.2%

2Q/09                  2Q/14

収益構造成長推移収益構造成長推移収益構造成長推移収益構造成長推移 収益構造変化収益構造変化収益構造変化収益構造変化

+41%

+462%

+28%

+82%

+19%

+72%
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２ 2015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委託手数料委託手数料

� 委託手数料全体ではマーケットの縮小を背景に、前年同期比で減少となる

▲29.0％
前年同期比

*前年同期数値は及び前年同期比は前年同期単体決算数値を表示



14

国内株式売買代金国内株式売買代金国内株式売買代金国内株式売買代金

� 2015年３月期の株式売買代金は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の改善等、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国内株式売買代金の推移国内株式売買代金の推移国内株式売買代金の推移
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国内株式国内株式国内株式国内株式 委託個人売買代金シェア委託個人売買代金シェア委託個人売買代金シェア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業界シェアは15.9％

*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

2014年4月～9月

国内株式取引額国内株式取引額国内株式取引額国内株式取引額 二二二二市場の委託個人売買市場の委託個人売買市場の委託個人売買市場の委託個人売買代金代金代金代金
にににに対する各社の対する各社の対する各社の対する各社のシェアシェアシェアシェア

楽天証券その他
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先物オプション取引先物オプション取引先物オプション取引先物オプション取引

� 先物・オプション取引は提供に係るリスク管理を強化

**SBI証券は数値非開示につき未掲載
*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。カブドットコム証券は同社開示の商品別半期推移より集計。

先物・先物・先物・先物・オプション収益オプション収益オプション収益オプション収益 上半期デリバティブ収益上半期デリバティブ収益上半期デリバティブ収益上半期デリバティブ収益
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投資信託投資信託投資信託投資信託

� 投資信託残高は順調に増加。残高は前年同期比+34.2％となる

（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・販売額推移投資信託残高・販売額推移投資信託残高・販売額推移 投資信託残高推移投資信託残高推移投資信託残高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
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投資信託投資信託投資信託投資信託

� 取扱本数は上半期末に1,736本まで増加し、業界最大級の取扱数を提供

投資信託関連収益投資信託関連収益投資信託関連収益投資信託関連収益 投資信託取扱い本数投資信託取扱い本数投資信託取扱い本数投資信託取扱い本数
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投資信託投資信託投資信託投資信託

� 投資信託の積立設定件数は同年前期比+33.4％。NISA制度開始により大き
く増加

積立設定件数推移積立設定件数推移積立設定件数推移積立設定件数推移
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FXFXFXFX
� 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9月末時点で6位へ上昇

FX収益収益収益収益推移推移推移推移FX売買代金推移売買代金推移売買代金推移売買代金推移

*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



21

金・プラチナ取引サービス金・プラチナ取引サービス金・プラチナ取引サービス金・プラチナ取引サービス

� 金・プラチナ取引サービスは、口座数及び預かり残ともに堅調に推移

金・プラチナ取引サービス金・プラチナ取引サービス金・プラチナ取引サービス金・プラチナ取引サービス
累積口座開設数推移累積口座開設数推移累積口座開設数推移累積口座開設数推移

金プラチナ取引サービスの金プラチナ取引サービスの金プラチナ取引サービスの金プラチナ取引サービスの
預り残高推移預り残高推移預り残高推移預り残高推移

（4Q/12末を100とした場合の指数）
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商品先物取引サービス商品先物取引サービス商品先物取引サービス商品先物取引サービス

国内商品先物ラインナップ国内商品先物ラインナップ国内商品先物ラインナップ国内商品先物ラインナップ 取引手数料取引手数料取引手数料取引手数料

� 2015年7月にドットコモディティ(株)を合併し、大手ネット証券で唯一の国内商
品先物取引の提供開始

� 取引手数料の見直しを図り、大幅値下げを実施
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商品先物取引サービス商品先物取引サービス商品先物取引サービス商品先物取引サービス

TOCOM売買高売買高売買高売買高シェア推移シェア推移シェア推移シェア推移

� TOCOM取引における委託個人売買取引高は、合併後にシェアを拡大

*TOCOM出来高は東京商品取引所提供データを参考に当社作成

（単位：万枚）
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商品先物取引サービス商品先物取引サービス商品先物取引サービス商品先物取引サービス

� グローバル市場では、商品先物の需要は拡大しており、高い成長を維持
� 国内商品先物市場は縮小傾向にあり、活性化のため取引量拡大が必須

*TOCOM出来高は東京商品取引所提供データを参考に当社作成
*グローバル市場出来高推移はFIA（Futures Industry Association）提供資料のうち、

Ag Commodities/Energy Products/Non-Precious Metals/Index Precious Metals/Otherの数値を参考に当社作成

TOCOM出来高推移出来高推移出来高推移出来高推移
（単位：百万枚）

グローバル市場出来高推移グローバル市場出来高推移グローバル市場出来高推移グローバル市場出来高推移
（単位：百万枚）
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IFA IFA IFA IFA ビジネススキームビジネススキームビジネススキームビジネススキーム

口口口口
座座座座
開開開開
設設設設
・・・・
資資資資
産産産産
預預預預
入入入入

説明・勧誘説明・勧誘説明・勧誘説明・勧誘

� 個人富裕層をターゲットとするB2B2Cビジネス

お客様お客様お客様お客様

IFA IFA IFA IFA 法人法人法人法人

（（（（IFAIFAIFAIFA））））

金融商品仲介金融商品仲介金融商品仲介金融商品仲介
業務委託契約業務委託契約業務委託契約業務委託契約

申込・相談申込・相談申込・相談申込・相談

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

口口口口
座座座座
管管管管
理理理理
・・・・
金金金金
銭銭銭銭
有有有有
価価価価
証証証証
券券券券
のののの
受受受受
渡渡渡渡

営業に専念することによる
競争力の強化
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IFAIFAIFAIFA ビジネスビジネスビジネスビジネス

� IFA経由の顧客預かり資産は1,000億円を突破し、順調に規模を拡大

IFA顧客数顧客数顧客数顧客数推移推移推移推移 IFA経由経由経由経由顧客預り顧客預り顧客預り顧客預り資産資産資産資産残高残高残高残高
（単位 億円）
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金融収益金融収益金融収益金融収益

� 信用取引残高は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信用取引残高と当社シェア推移信用取引残高と当社シェア推移信用取引残高と当社シェア推移 金融収益推移金融収益推移金融収益推移金融収益推移

*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シナジー楽天グループシナジー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。

8,0008,0008,0008,000万を超える万を超える万を超える万を超える
楽天会員楽天会員楽天会員楽天会員

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

楽天グループのメリットを楽天グループのメリットを楽天グループのメリットを楽天グループのメリットを
活かしたサービスの提供活かしたサービスの提供活かしたサービスの提供活かしたサービスの提供

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

・新しいデバイスへの展開・新しいデバイスへの展開・新しいデバイスへの展開・新しいデバイスへの展開
・マーケティング分析・マーケティング分析・マーケティング分析・マーケティング分析

ノウハウ＆テクノロジー顧客基盤

170170170170万人を万人を万人を万人を超える超える超える超える

お客様への最新・革新的お客様への最新・革新的お客様への最新・革新的お客様への最新・革新的なななな

サービスのご提供サービスのご提供サービスのご提供サービスのご提供

9,5009,5009,5009,500万万万万をををを超える超える超える超える

楽天楽天楽天楽天会員会員会員会員****

ネットリテラシーの高い顧客層ネットリテラシーの高い顧客層ネットリテラシーの高い顧客層ネットリテラシーの高い顧客層
のののの取り込み取り込み取り込み取り込み

・楽天・楽天・楽天・楽天市場市場市場市場

・楽天・楽天・楽天・楽天トラベルトラベルトラベルトラベル

・楽天・楽天・楽天・楽天オークションオークションオークションオークション

・楽天・楽天・楽天・楽天EdyEdyEdyEdy

・楽天生命・楽天生命・楽天生命・楽天生命 等等等等

楽天グループのメリット楽天グループのメリット楽天グループのメリット楽天グループのメリットをををを

活かしたサービスの提供活かしたサービスの提供活かしたサービスの提供活かしたサービスの提供

■■■■WebWebWebWebマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング

■■■■ＩＤ連携ＩＤ連携ＩＤ連携ＩＤ連携プログラムプログラムプログラムプログラム

■■■■ポイントプログラムポイントプログラムポイントプログラムポイントプログラム

■■■■最先端の最先端の最先端の最先端のネットテクノロジーネットテクノロジーネットテクノロジーネットテクノロジー

・新しいデバイスへの・新しいデバイスへの・新しいデバイスへの・新しいデバイスへの展開展開展開展開

・マーケティング分析・マーケティング分析・マーケティング分析・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9月末現在で6,810万人です。
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楽天経済圏の進化楽天経済圏の進化楽天経済圏の進化楽天経済圏の進化

� 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楽天グループの金融ビジネス楽天グループの金融ビジネス楽天グループの金融ビジネス

� 7月にドットコモディティ(株)を吸収合併し、商品先物サービスの提供を本格開始

� 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
に質の高いサービス及び商品を提供

オンライン銀行クレジットカード事業 電子マネー事業

保険販売代理生命保険事業

100% 100%

100%100% 100%

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%

投資助言・代理、投資運用業

100%



32

投信積立における楽天グループの比率投信積立における楽天グループの比率投信積立における楽天グループの比率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引き
続き高い水準で推移

投信積立における楽天グループ会員の比率投信積立における楽天グループ会員の比率投信積立における楽天グループ会員の比率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・マネーブリッジ楽天銀行とのシナジー・マネーブリッジ楽天銀行とのシナジー・マネーブリッジ楽天銀行とのシナジー・マネーブリッジ

� 利用残高前年同月比+24.5％、ユーザー数前年同月比+31.6％と引き続き力
強い成長を維持

『『『『マネーブリッジマネーブリッジマネーブリッジマネーブリッジ』』』』サービスサービスサービスサービス 取扱い実績取扱い実績取扱い実績取扱い実績
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楽天証券の楽天証券の楽天証券の楽天証券のNISANISANISANISA

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・2015年
取引分

売買0円

海外ETF
実質実質実質実質0円/ﾄﾞﾙ
買付買付買付買付

米国株式 約 1200銘柄
中国株式 約 450銘柄
アセアン株式 約 280銘柄

円貨決済対応円貨決済対応円貨決済対応円貨決済対応

投資信託

業界屈指の取扱い本数

取扱いﾌｧﾝﾄﾞ数 1700本以上

うち、取引手数料無料の
投資信託は500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

� 2015年もNISA手数料（国内株式売買/海外ETF買付実質）を0円に
� 『投資信託買付代金プレゼント』が好評となり、期間延長

2014年・2015年
取引分
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楽天証券の楽天証券の楽天証券の楽天証券のNISANISANISANISA

*NISA開始から、2014年9月末までに買付を行った口座数

NISA口座の内訳口座の内訳口座の内訳口座の内訳

性別

年代別
NISAの状況の状況の状況の状況（（（（2014年年年年9月末時点）月末時点）月末時点）月末時点） （3月末比）

NISA口座数 203,385 +45,608

NISA稼働口座数* 121,391 +49,039

稼働率(%) 59.7% +13.8%

預り資産残高（百万円） 57,266 +27,052

稼働口座当り買付額（円） 624,915 +123,290

70代以上

グループ経由顧客
151,444口座

NISA口座数における口座数における口座数における口座数における
グループ経由比率グループ経由比率グループ経由比率グループ経由比率

� NISA口座開設のうち、グループ経由口座開設数は74.5％となり増加に寄与
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楽天証券の楽天証券の楽天証券の楽天証券のNISANISANISANISA

� NISA口座開設は約20万口座。うち3割が当社新規顧客による開設
� 新規顧客のうち5割超が投資未経験者。投資初心者層のNISA浸透が鮮明に

楽天証券楽天証券楽天証券楽天証券9月末月末月末月末NISA口座に占める新規顧客口座に占める新規顧客口座に占める新規顧客口座に占める新規顧客

当社新規顧客*
75,429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9月30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
203,385 口座

投資経験なし 55.7％

投資経験あり 44.3％

年代別
投資経験なしの新規顧客
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楽天証券の楽天証券の楽天証券の楽天証券のNISANISANISANISA

� ＮＩＳＡ稼働口座のうち、ＮＩＳＡ利用枠は順調に増加
� ＮＩＳＡ枠利用可能残が多い口座程、投信積立設定を積極的に活用

1月末時点

ＮＩＳＡ稼働口座における枠利用及びＮＩＳＡ稼働口座における枠利用及びＮＩＳＡ稼働口座における枠利用及びＮＩＳＡ稼働口座における枠利用及び
投信積立投信積立投信積立投信積立設定状況設定状況設定状況設定状況 9月末時点

3月末時点
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NISANISANISANISA口座の稼働率口座の稼働率口座の稼働率口座の稼働率

� 投資経験を問わずに多くのお客様にNISA口座に係る各種施策をアピール
� 引き続き楽天証券での口座開設者は高い稼働率を示す

NISA 稼働率稼働率稼働率稼働率 （（（（2014年年年年9月）月）月）月）
NISA口座を対象とした各種施策

稼働率
増加

*

*SBI証券、松井証券、マネックス証券、カブドットコム証券。QUICK社
調べによるネット証券５社NISA口座月次口座稼働状況より当社集計。
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NISANISANISANISA口座口座口座口座 買付商品買付商品買付商品買付商品

国内株式買付上位銘柄国内株式買付上位銘柄国内株式買付上位銘柄国内株式買付上位銘柄**NISA口座における口座における口座における口座における
商品別買付状況商品別買付状況商品別買付状況商品別買付状況*

**2014年9月における買付上位銘柄

買付上位ファンド銘柄買付上位ファンド銘柄買付上位ファンド銘柄買付上位ファンド銘柄**

*NISA開始から9月末までの買付累計金額の商品別割合

� 高配当銘柄や優待銘柄が買付上位を占める

銘柄コード 会社名 買付金額

1 8411 みずほフィナンシャルＧ 187

2 8267 イオン 155

3 9202 ＡＮＡホールディングス 69

4 8053 住友商事 51

5 8031 三井物産 51

投信会社名 ファンド名 買付金額

1

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) 431 

2
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 354 

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)

75 

4
日興アセットマネジメント

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド
（毎月分配型） 55 

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
53 

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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エクスプレス注文 武蔵

ドラッグ＆ドロップ
板発注

価格をワンクリック
するだけで発注可能

マーケットスピードの進化マーケットスピードの進化マーケットスピードの進化マーケットスピードの進化

� 楽天証券の提供するトレーディングツール「マーケットスピード」は新機能の
ご提供を含め、年々進化を続ける
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フル板 まとめ板

マーケットスピードマーケットスピードマーケットスピードマーケットスピード スモールティック対応スモールティック対応スモールティック対応スモールティック対応

「刻み」をカスタマイズ
小数点表示をまとめて表示

� 7月の呼値の制度変更に完全対応。スモールティック化で見えづらくなった板
情報の表示を、指定の刻みに集約して表示するサービスをご提供

� 10月27日より、フル板利用料の無料化を実施
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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

日本株式日本株式日本株式日本株式 先物オプション先物オプション先物オプション先物オプションFX 投資信託投資信託投資信託投資信託

スマートフォン専用スマートフォン専用スマートフォン専用スマートフォン専用
投信サイト投信サイト投信サイト投信サイト

� 5月より、iPad版に国内株式発注機能を追加
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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・タブレット利用率スマートフォン・タブレット利用率スマートフォン・タブレット利用率

� お客様より機能・利便性の高さを支持いただき、スマートフォン向けアプリ
“iSPEED”シリーズは2Q/14に累計80万ダウンロードを突破

各取引におけるスマートフォン利用者各取引におけるスマートフォン利用者各取引におけるスマートフォン利用者各取引におけるスマートフォン利用者の割合の割合の割合の割合*

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スマートフォンアプリダウンロード数推移スマートフォンアプリダウンロード数推移スマートフォンアプリダウンロード数推移
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貸株サービス貸株サービス貸株サービス貸株サービス

（弊社サービス開始時点のサービス提供状況。当社調べ）

楽天証券楽天証券楽天証券楽天証券 ＳＢＩ証券ＳＢＩ証券ＳＢＩ証券ＳＢＩ証券 松井証券松井証券松井証券松井証券 マネックス証券マネックス証券マネックス証券マネックス証券 ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券

貸株金利
設定

銘柄ごと 銘柄ごと 銘柄ごと 一律 銘柄ごと

金利見直し
タイミング

週次 月次 不定期 - 月次

信用取引口座
有の場合

可 可 不可 不可 可

信用取引保証金
維持率低下時の
自動解除機能

あり - - - -
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外国株式外国株式外国株式外国株式 特定口座特定口座特定口座特定口座

楽天証券楽天証券楽天証券楽天証券 ＳＢＩ証券ＳＢＩ証券ＳＢＩ証券ＳＢＩ証券 松井証券松井証券松井証券松井証券 マネックス証券マネックス証券マネックス証券マネックス証券 ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券

米国株式 ◎ × × ◎ ×

中国株式 ◎ × × ◎ ×

アセアン株式 ◎ × × × ×

（弊社サービス開始時点のサービス提供状況。当社調べ）
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投資信託投資信託投資信託投資信託トータルリターン通知トータルリターン通知トータルリターン通知トータルリターン通知

� 12月から開始される投資信託「トータルリターン通知制度」を、いち早く８月より
ご提供開始

� 受取分配金、解約金額を含めた本来の合計損益の把握が可能に。

楽天証券では以下
の表示が可能

保有中のファンド保有中のファンド保有中のファンド保有中のファンド

過去保有していた過去保有していた過去保有していた過去保有していた
ファンドファンドファンドファンド
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投資教育コンテンツ投資教育コンテンツ投資教育コンテンツ投資教育コンテンツ 『『『『あすかあすかあすかあすかぶぶぶぶ』』』』

� 投資初心者層向けに、株価に親しんでいただく導入・教育コンテンツとして
Finatext社と提携し、サービス提供を開始
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投資情報拡充投資情報拡充投資情報拡充投資情報拡充

投資情報ページ投資情報ページ投資情報ページ投資情報ページ 追加サービス追加サービス追加サービス追加サービス

� 投信初心者向けコンテンツ

� 国内株式銘柄 「決算速報」

� 投資情報ページの刷新など、よりわかりやすい投資情報のご提供へ
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【【【【手数料等およびリスクの説明について手数料等およびリスクの説明について手数料等およびリスクの説明について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「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「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「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「投資にかかる手数投資にかかる手数投資にかかる手数投資にかかる手数
料等およびリスク料等およびリスク料等およびリスク料等およびリスク」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」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」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」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。くお読みになり、内容について十分にご理解ください。くお読みになり、内容について十分にご理解ください。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：楽天証券株式会社商号等：楽天証券株式会社商号等：楽天証券株式会社商号等：楽天証券株式会社 （（（（楽天証券ホームページ楽天証券ホームページ楽天証券ホームページ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）第金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者号、商品先物取引業者号、商品先物取引業者号、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、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、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、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日本商品先物取引協会日本商品先物取引協会日本商品先物取引協会


