
楽天証券株式会社 
2015年３月期決算説明資料 

2015年5月11日 

本資料に記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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１ 2015年３月期 決算概要 
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総合口座 

 当期末の総合口座数は、1,838,630口座となり、好調な株式市場を背景に順
調に増加 

総合口座数推移 

（単位：口座数） 
1,838,630 

総合口座数 
+9.9% 前年比 

うち、楽天会員 
47.7％ 
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預り資産 

 預り資産残高は当期末において3.5兆円を突破 

 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 

外貨建て資産 

+39.0% 前年同期比 

投資信託 

+44.0% 前年同期比 

円貨建て資産      
+23.2% 前年同期比 

（単位：十億円） 
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2014年3月期
（2013年4月～2014年3月）

2015年3月期
（2014年4月～2015年3月）

前年比
増減率

営業収益 44,546  45,705  ＋ 2.6 % 

純営業収益 43,341  44,031  ＋ 1.5 % 

販売費・
一般管理費

20,730  23,613  ＋ 13.9 % 

営業利益 22,611  20,417  ▲ 9.7 % 

経常利益 22,443  20,605  ▲ 8.1 % 

当期純利益 12,786  12,881  ＋ 0.7 % 

 営業収益は過去最高を記録 

 販売費増加により営業・経常減益も、当期純利益は増益を確保 
（単位：百万円） 

2015年３月期 決算業況 
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2014年3月期
（2013年4月～2014年3月）

2015年3月期
（2014年4月～2015年3月）

前年比
増減率

販売費・一般管理費 20,730  23,613  ＋13.9% 

取引関係費 9,172  9,932  ＋8.2% 

（うち広告宣伝費） 1,809  1,549  ▲14.3% 

人件費 2,743  3,310  ＋20.6% 

不動産関連費 1,869  1,529  ▲18.1% 

事務費 4,037  4,725  ＋17.0% 

減価償却費 2,457  3,406  ＋38.6% 

その他 449  708  ＋57.6% 

 取引量の増加に伴い、取引関係費・事務費が増加 

 ドットコモディティ社合併に伴う人員増加により人件費が増加 

2015年３月期 販売費・一般管理費 

（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

営業収益 45,705  77,577  34,306  50,975  23,374  24,958  

前年同期比 ＋2.6% ＋4.6% ▲14.0% ▲6.8% ＋0.1% ＋16.3% 

販売費・
一般管理費 23,613  37,507  10,806  37,143  10,839  15,785  

前年同期比 ＋13.9% ＋1.0% ▲7.2% ＋6.2% ＋11.6% ＋7.6% 

営業利益 20,417  34,680  22,087  8,066  10,120  7,747  

前年同期比 ▲9.7% ＋5.9% ▲18.5% ▲46.5% ▲12.6% ＋38.7% 

経常利益 20,605  34,736  22,202  6,115  10,256  7,707  

前年同期比 ▲8.1% ＋6.1% ▲18.3% ▲63.8% ▲12.7% ＋41.0% 

当期純利益 12,881  20,127  15,571  3,494  7,640  4,855  

前年同期比 ＋0.7% ＋12.7% ▲4.5% ▲66.3% ＋15.2% ＋31.6% 

2015年３月期  
主要オンライン証券 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グループ開示情報より当社作成  
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第1四半期
（14年4～6月）

第2四半期
（14年7～9月）

第3四半期
（14年10～12月）

第4四半期
（15年1～3月）

営業収益 9,237 11,273 12,516 12,678 ＋1.2% 

純営業収益 8,994 10,782 12,218 12,035 ▲1.5%

販売費・
一般管理費

5,239 5,816 6,416 6,140 ▲4.3%

営業利益 3,754 4,965 5,802 5,895 ＋1.6% 

経常利益 3,761 5,005 5,908 5,930 ＋0.3% 

四半期純利益 2,134 3,586 3,615 3,544 ▲1.9%

2015年３月期
前四半期比

四半期別決算業況  

 第4四半期の営業収益は前四半期比較でプラスを達成 

（単位：百万円） 
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第1四半期
（14年4～6月）

第2四半期
（14年7～9月）

第3四半期
（14年10～12月）

第4四半期
（15年1～3月）

販売費・一般管理費 5,239 5,816 6,416 6,140 ▲4.3%

取引関係費 2,045 2,395 2,768 2,722 ▲1.6%

（うち広告宣伝費） 264 333 488 463 ▲5.1%

人件費 718 837 980 773 ▲21.1%

不動産関連費 450 394 326 357 ＋9.5% 

事務費 1,145 1,160 1,299 1,119 ▲13.8%

減価償却費 747 866 869 923 ＋6.2% 

その他 132 160 171 243 ＋42.1% 

2015年3月期

前四半期比

販売費・一般管理費 四半期推移  

 取引関係費、事務費を中心に販管費は減少 

（単位：百万円） 
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第1四半期
（14年4～6月）

第2四半期
（14年7～9月）

第3四半期
（14年10～12月）

第4四半期
（15年1～3月）

株式売買代金
（単位：十億円） 9,902 11,540 12,518 11,619 ▲7.2%

信用取引残高
（単位：十億円） 323.4 341.2 343.4 358.5 ＋4.4% 

投資信託残高
（単位：十億円） 397.1 436.2 496.6 519.7 ＋4.6% 

先物オプション収益
（単位：百万円） 308 305 433 303 ▲30.0%

FX収益
（単位：百万円） 959 1,119 1,517 1,579 ＋4.0% 

2015年3月期

前四半期比

四半期主要指標比較 

 株式売買代金は前四半期比減少も、FX収益が増加し収益に貢献 
 投資信託残高は引き続き好調に推移 （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） 11,619 28,830 9,168 4,344 7,471 6,767

前四半期比 ▲7.2% ▲4.1% ▲7.4% ▲8.2% ▲0.3% ▲5.5% 

信用取引残高
（単位：十億円） 358.5 787.3 319.0 197.8 289.1 142.6  

前四半期比 ＋4.4% ＋10.4% ＋4.4% ＋7.2% ＋27.1% -

投資信託残高
（単位：十億円） 519.7 1,155.0 - 402.0 174.0 -

前四半期比 ＋4.6% ＋7.2% - ＋2.7% ＋3.8% -

先物オプション収益
（単位：百万円） 303  n.a. 349  166  324  n.a.

前四半期比 ▲30.0% - ▲15.1% ▲8.2% ▲24.7% -

FX収益
（単位：百万円） 1,579  1,289  151  1,274  481  n.a.

前四半期比 ＋4.0% ▲19.1% ＋8.6% ▲4.5% ▲4.4% -

2015年３月期 第4四半期主要指標比較 

 引き続き投資信託残高において高い成長をみせる 

*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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収益の分散化 

 投資信託やFXなど、国内株式以外の収益強化を図った結果、国内株式への
収益依存度が低下 

 国内株式市況が低迷する局面でも、安定的な収益確保が可能に 

2014年3月期 

2015年3月期 

委託手数料 

投資信託 

債券 金融収益 FX その他 
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２ 2015年３月期 事業の状況 
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委託手数料 

 委託手数料は国内株式委託手数料の減少により、前年比で減少 

▲13.6％  
前年比 

*前年数値は及び前年比は前年単体決算数値  

その他   ▲0.7％ 前年同期比 
・先物オプション手数料 

・海外先物手数料 

・商品先物手数料 

株式    ▲14.9％ 前年同期比 
・国内株式委託手数料 

・外国株式委託手数料 

 （いずれもETF含む） 

（単位：百万円） 
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国内株式売買代金 

 2015年３月期の株式売買代金は前年同期比+0.6％ 

国内株式売買代金の推移 （単位：十億円） 

国内株式売買代金 
+0.6% 前年同期比 
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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業界シェアは16.0％ 

*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～2015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 その他 
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先物オプション取引 

 先物・オプション取引は、口座数は増加するも収益は前年比で減少 

**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推移より集計。 

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 

（単位：口座数） 

▲25.0% 前年比 

（単位：百万円） 

+8.7% 前年比 

（単位：百万円） 
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投資信託 

 投資信託残高は順調に増加。残高は前年同期比+45.9％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 投資信託残高推移 

*当社投資信託残高及び販売額には国内外MMFを含む。*SBI証券は開示前、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 

（単位：十億円） 

+45.9% 前年比 
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投資信託 

 取扱本数は3月末で1,700本超となり、投資家の多様なニーズに応えられる商
品ラインナップを提供 

投資信託関連収益 投資信託取扱い本数 

（単位：百万円） 

+244本 前年同期比 

（単位：本数） 

信託報酬収入         
+35.7% 前年比 

販売手数料収入    
▲1.7% 前年比 
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投資信託 

 投資信託の積立設定件数は前年同期比+33.5％ 

 NISA口座からの積立設定も順調に増加 

積立設定件数推移 

積立設定件数  

 +33.5% 前年同期比 

（単位：件数） 

 
うちNISA口座による 
積立設定件数 

61,926件 
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FX 

 売買代金は過去最高を記録し、前年比でプラス50.7％ 

 店頭FX業界の取引金額における順位は3月末時点で5位へ上昇 

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 

(5位) 
（単位：十億円） （単位：百万円） 

+18.1% 前年比 

+50.7% 前年比 
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金・プラチナ取引 

 金・プラチナ取引サービスは、口座数及び残高ともに堅調に推移 

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 

残高推移  
（4Q/12末を100とした場合の指数） 

+32.2% 前年同期比 

（単位:口座数） 
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商品先物取引 

TOCOM売買高シェア推移 

 1月に国内商品先物取引手数料を再度引下げ 

 TOCOM取引における委託個人売買取引高はシェアを拡大 

*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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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 ビジネス 

 IFA経由の顧客預り資産は3月末には1,500億円を突破し、規模を拡大 

IFA顧客数推移 IFA経由顧客預り資産残高 

（単位 億円） 

111.9% 前年同期比 58.3% 前年同期比 

（単位：口座数） 
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金融収益 

 信用取引残高は3,500億円を超えて好調に推移 

 信用取引残高の増加に伴い金融収益は前年比プラス17.4％ 

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 

（単位：百万円） 

+17.4% 前年比 +11.2% 前年比 
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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 
■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 

180万人を超える 
 

お客様への最新・革新的な 
 

サービスのご提供 

 
9,900万を超える 
 
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、会員登録完了後１回以上ログインをしたことのある会員（退会者除く）は2015年3月末現在で7,234万人 
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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 

 4月1日付でFXCMジャパン証券(株)を完全子会社化し、グループにおける外国
為替証拠金取引サービスの基盤強化を実施 

 楽天銀行、楽天カード等の楽天金融事業とのシナジーをさらに強化 

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% 100% 

外国為替証拠金取引 

FXCMジャパン証券 

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.rakuten-life.co.jp/
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楽天銀行とのシナジー・マネーブリッジ 

 利用残高前年同月比+37.5％、ユーザー数前年同月比+26.3％と引き続き
成長を維持 

『マネーブリッジ』サービス 取扱い実績 
マネーブリッジユーザー数 

+26.3% 前年同期比 

利用残高 

+37.5% 前年同期比 

ユーザー数 

（単位：千人） 
利用残高 

（単位：十億円） 
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ＦＸ事業基盤の拡大 

 4月1日付けでＦＸＣＭジャパン証券（株）の株式を取得し、100％子会社化 

 統合効果を早期に実現するため、同社を8月1日付で吸収合併予定 

取引高 

FX口座数 

預かり証拠金 

248千口座 

288億円 

275千口座 

638億円 

24,972,949万枚 3,961,160万枚 
（業界第5位） （業界第15位） 

＊   口座数、預かり証拠金は2015年3月末時点。取引高は2015年3月分。 

＊＊ 業界順位は金融先物取引協会発表資料より、当社推計 
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楽天証券 SBI証券 マネックス証券 カブドットコム証券 松井証券

取扱銘柄 3,882 3,733 994 3,500 ※3

ボーナス金利銘柄数
（金利1％以上）

423 127 - 500 ※4

信用取引口座 ○ ○ × ○ ×

貸株あんしんサービス ○ × × × ×

最低金利 0.25 0.10 0.10 0.10 ※4

貸株サービスの開始 

 2014年12月から国内現物株式の貸株サービスを開始。長期保有の一助に 

 2015年6月まで最低金利を0.25％に設定 

*1 2015年5月時点、各社ホームページを参照し当社作成 

*2 マネックス：0.50％適用銘柄数 

*3 日証金が取扱う東証の貸借取引対象銘柄(貸借銘柄) 

*4 品貸料から貸株代り金金利を差引いた金額 

*5 2015年6月21日までの期間限定キャンペーン金利 

※2 

※5 
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超割サービスの充実 

 手数料割引コース「超割」に新たに貸株残高を追加。信用手数料の無料化も 

資産残高 

各種お取引 
投資信託残高 

信用建玉残高 

信用新規建代金 

+貸株残高 

更に信用取引 

手数料も 

4/11より 

追加 

5/7より 

適用 
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「iSPEED」100万ダウンロード突破 

 スマートフォン向けアプリ“iSPEED”シリーズは、2015年4月に累計100万ダウ
ンロードを突破 

各取引におけるスマートフォン利用者の割合* 

48.1％ 

*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 

（単位：ダウンロード数） 

+44.4% 前年同期比 
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iSPEED「株アラート機能」 

 設定した株価への到達や新着ニュースについて、アプリを起動しなくても、
リアルタイムで通知される「株アラート機能」を2015年1月にリリース 

 利用者数は7.6万人、通知登録件数は59万件を突破 
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Mac専用マーケットスピード 

 2月より注文機能を備えたMARKETSPEED for Macの提供を開始 

注文機能付の 

個別銘柄画面 
注文種類によって
画面サイズが 

自動で変化 

<ミニモード> 

<横モード> <縦モード> 
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Apple Watch 

 iSPEED for iPhoneがApple Watchと連携 

 株価アラート機能を搭載 

 最大10銘柄のリアルタイム株価の確認が可能に 

株価アラート 
機能搭載 

最大10銘柄
リスト表示 

最新ニュースを
ヘッドライン表示 
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2015/3 前年同期比 主要10社(*) 前年同期比

NISA口座数 257,562 +63.2% 4,279,026 +29.6%

累計稼働口座数 171,135 +136.5% 2,120,012 +181.3%

（稼働率） 66.4% 20.6pts 49.5% 26.7pts

2015年平均投資額（千円） 493.2 ▲1.7% 542.1 ▲10.7%

ＮＩＳＡの取り組み 

 NISA開設口座のうち25%が投資未経験者による新規口座開設 

当社新規顧客**  
113,156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2015年3月末時点においてNISA口座を開設している口座数 

新規顧客のうち 

投資経験なし 
60代 

6.7% 

＊日本証券業協会による調査対象となっている主要10社 

 （大手証券5社、インターネット専業証券5社） データは日本証券業協会発表による NISA口座に占める新規顧客 

（2015年3月末）  

新規顧客のうち 

投資経験あり 
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ＮＩＳＡの取り組み 

 40代までの口座開設者が62%と、証券業界全体と比べ若年層の取り込み
が進んでいる 

20 

代 
30代 40代 50代 60代 

70代 

以上 

年代別NISA口座開設割合 

*日本証券業協会2015年4月22日発表資料より当社作成 

50代 40代 
30 

代 
60代 
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NISA口座 パフォーマンスレポートのご提供 

 ＮＩＳＡ口座に特化した形で、買付け年別の預かり、損益、分配金・配当金
が簡単にご確認いただける機能のご提供を開始 
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ジュニアＮＩＳＡの開始に向けて 

 2016年4月のジュニアＮＩＳＡ開始に先立ち、7月から未成年口座の受入開始 

2015年7月下旬～ 2016年1月～ 2016年4月～ 

未成年口座 

サービス開始 

ジュニアＮＩＳＡ 

受付開始 

ジュニアＮＩＳＡ 

お取引開始 

若年世代の投資教育も重点に 

おいたコンテンツのご提供など 

投資家のすそ野を広げる活動を 

進めてまいります。 
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投資教育コンテンツの充実 

 外部との提携を含め、投資教育コンテンツを拡充し、資産形成をサポート 

Ⓒ三田紀房／コルク 

三井住友アセットマネジメントとインベスターＺ 
のコラボ企画から、コンテンツ等を提供 
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カスタマーエクスペリエンスの向上へ 
 「お客様の声をカタチに」とのスローガンのもと、投資がより身近に感じられる
よう、カスタマーエクスペリエンスの向上を目指した活動を実施 

Webページの 

全面改訂 

各種お手続きの 

Web化 

コールセンター 

強化 

メールサービス セキュリティ強化 

資産管理・ 
税務サポート 

機能の強化 
お客様の声 
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 ご意見・ご要望により1,833件のサービス改善を実施（2015年3月末まで） 

 2014年度は858件の「お客様の声」（ご要望）に対応 

「お客様の声をカタチに」 

ご意見・ご要望のお伺い 

  

お客様からのご意見・ご要
望はカスタマーサービスセ
ンターで記録し、専門部署
に報告いたします。 

専門部署にて検討 

 

「お客様の声」は専門部署から
速やかにフィードバックされま
す。 

システムの開発などが必要な
案件は、社長および全役員を
含めた定例会議にて実現に向
けて検討いたします。 

施策の実現へ 

専門部署では、迅速なサービ
ス改善に向けて、関係部署と
連携して施策の実現に努めて
おります。 

「お客様の声」対応件数 
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ビジターページ フルリニューアル 

 ビジターＷｅｂページについては、シンプルで直感的なナビゲーションが可能な
画面にフルリニューアルを実施。 
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メンバーページの改訂 

 メンバーＷｅｂページでは、お客様ごとのメッセージ受信の視認性を向上させ、
重要なお知らせを逃すことのないようにリニューアル 

 各メニューのナビゲーションもシンプルなアイコンに変更 
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確定申告サポートツールのご提供開始 

計算結果を転記するだけ！ 

 一般口座のお取引にかかる株式等の所得金額の計算を、簡単にできるように
申告サポートツールのご提供を開始 
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外国株式特定口座の導入 

 外国株式についても2014年12月より特定口座に対応。煩わしい取引ごとの
取得価格管理から解放され、より外国株式投資が身近に 

 同じ特定口座内の国内株式や投資信託との損益通算の計算が不要に 
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