
楽天証券株式会社 
2016年３月期上半期決算説明資料 

2015年11月6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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１ 2016年３月期上半期 決算概要 
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総合口座 

 総合口座数は、楽天グループ経由の流入のほか、FXCMジャパン証券株式会
社との合併効果もあり増加 

*出所：各社ウェブサイト上での公開情報により当社集計 

2016年３月期上半期 

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上半期に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 
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2015年3月期
上半期

（2014年4月～2014年9月）

2016年3月期
上半期

（2015年4月～2015年9月）

前半期比
増減率

営業収益 20,511  27,309  ＋ 33.1 % 

純営業収益 19,776  26,045  ＋ 31.7 % 

販売費・
一般管理費

11,056  14,274  ＋ 29.1 % 

営業利益 8,720  11,770  ＋ 35.0 % 

経常利益 8,766  11,834  ＋ 35.0 % 

四半期純利益 5,721  7,000  ＋ 22.4 % 

2016年３月期上半期 業況 

（単位：百万円） 

*2016年3月期上半期は連結数値、前年数値及び前年同期比数値は単体を利用 
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2015年3月期
上半期

（2014年4月～2014年9月）

2016年3月期
上半期

（2015年4月～2015年9月）

前半期比
増減率

販売費・一般管理費 11,056  14,274  ＋29.1% 

取引関係費 4,441  5,952  ＋34.0% 

（うち広告宣伝費） 598  945  ＋58.0% 

人件費 1,556  2,070  ＋33.0% 

不動産関連費 845  863  ＋2.1% 

事務費 2,305  2,382  ＋3.3% 

減価償却費 1,614  2,168  ＋34.3% 

その他 292  837  ＋186.6% 

2016年３月期上半期 
販売費・一般管理費 

（単位：百万円） 

*2016年3月期上半期は連結数値、前年数値及び前年同期比数値は単体を利用 
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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 27,309  44,368  18,540  28,967  13,246  15,520  

前年同期比 ＋33.1% ＋26.6% ＋13.7% ＋26.8% ＋24.7% ＋48.5% 

販売費・
一般管理費 14,274  20,702  5,588  20,794  5,675  8,831  

前年同期比 ＋29.1% ＋17.9% ＋5.0% ＋16.7% ＋8.0% ＋24.2% 

営業利益 11,770  20,127  12,159  5,656  6,129  5,812  

前年同期比 ＋35.0% ＋34.3% ＋18.0% ＋151.3% ＋45.7% ＋117.6% 

経常利益 11,834  20,121  12,208  5,290  6,207  5,809  

前年同期比 ＋35.0% ＋33.8% ＋17.7% ＋1590.8% ＋43.4% ＋116.9% 

四半期純利益 7,000  12,302  8,625  3,548  5,034  3,441  

前年同期比 ＋22.4% ＋40.8% ＋33.3% - ＋55.1% ＋87.2% 

2016年３月期上半期  
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 

*当社及びSBI証券は当期は連結、前年同期比は単体数値との比較を記載  

*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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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） 12,758 32,070 10,411 4,861 7,806 7,389

前四半期比 ▲0.2% ＋1.8% ＋5.5% ▲0.2% ＋0.6% ＋6.3% 

信用取引残高
（単位：十億円） 342.4 765.0 305.5 188.1 271.9 116.1

前四半期比 ▲12.1% ▲6.6% ▲7.4% ▲9.0% ＋7.6% ▲10.7% 

投資信託残高
（単位：十億円） 609.6 1,145.2 n.a. 364.1 159.7 n.a.

前四半期比 ▲5.1% ▲3.9% - ▲9.6% ▲7.5% -

先物オプション収益
（単位：百万円） 390  n.a. 418  225  449  n.a.

前四半期比 ＋32.2% - ＋24.8% ＋30.8% ＋44.4% -

FX収益
（単位：百万円） 2,341  1,383  162  1,332  526  n.a.

前四半期比 ▲0.2% ＋6.1% ＋11.0% ＋6.6% ＋14.1% -

2016年３月期第２四半期 
主要指標比較 

*各社公表資料より、当社作成。 

*当社投資信託残高には、上場投資信託、国内外MMFを含む。FX収益にはFXCMジャパン証券の収益を含む 

* SBI証券の投資信託残高には、上場投資信託、MMF,中国ファンド及び対面口座分の預かりを含む 

*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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2015年3月期
第2四半期

（2015年7月～2014年9月）

2015年3月期
第1四半期

（2015年4月～2014年6月）

前四半期比
増減率

前年同期比
増減率

営業収益 13,590  13,718  ▲ 0.9 % ＋ 20.6 % 

純営業収益 13,063  12,981  ＋ 0.6 % ＋ 21.2 % 

販売費・
一般管理費

7,441  6,833  ＋ 8.9 % ＋ 27.9 % 

営業利益 5,622  6,148  ▲ 8.6 % ＋ 13.2 % 

経常利益 5,600  6,233  ▲ 10.2 % ＋ 11.9 % 

四半期純利益 3,215  3,784  ▲ 15.0 % ▲ 10.3 % 

2016年３月期第２四半期 
業況比較 

*2016年3月期第1四半期及び第2四半期は連結数値、前年同期比数値は単体を利用 

（単位：百万円） 
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収益の分散化 

 引き続き国内株式以外の収益を強化し、国内株式への収益依存度を低下 

 特に投資信託及びFXに注力し、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 

2Q/09 
（2009年4月-9月） 

2Q/15 
（2015年4月-9月） 

委託手数料 

投資信託 

債券 金融収益 FX その他 
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２ 2016年３月期上半期 事業の状況 



13 

委託手数料 

 委託手数料は上期の活況なマーケットを受け堅調に推移 

+17.6％  
前年同期比 
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国内株式売買代金 

 2015年度の株式売買代金は引き続き高水準を維持 

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業界シェアは16.7％ 

*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 

GMO 

クリック証券 

マネックス
証券 

ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ
証券 

2015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 

楽天証券 
その他 
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先物オプション取引 

 デリバティブ取引収益は堅調に推移 

*SBI証券は数値非開示につき未掲載 

*出所：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・オプション収益 上半期デリバティブ収益 
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投資信託 

 投資信託残高は前年同期比+9.1％となるも、株式市場の急落を受け前期比
ではマイナスとなる 

（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。*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 

 取扱本数は上半期末に2,000本を突破、ノーロード取扱い本数も700本を超え、
業界最大級の取扱数を提供 

投資信託関連収益 投資信託取扱い本数 

※ノーロード投信には外貨MMF、MMF等を含む 
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投資信託 

 投資信託の積立設定件数は同年前期比+26.7％。引き続きNISA口座による
積立設定も好調 

 10月にローコストの年金専用ファンド（DCファンド）の取扱を開始し、件数の
伸びが加速 

積立設定件数推移 
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FX 
 8月にFXCMジャパン証券（株）を合併し、FXビジネス基盤を拡張 

FX収益推移 

*FXCMジャパン証券分の収益は1Q/15より連結 
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FX 
 2016年3月期上期は高水準の売買代金を記録 

 店頭FX業界における取引金額による順位は8月には4位へ浮上 

 ホワイトラベル先である楽天銀行分を含めた順位は3位 

*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 

FX売買代金推移 
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金融収益 

 信用取引残高はピーク時は4,000億円を超える 

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 

*金融収益は1Q/15より連結数値 
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IFA 法人 

（IFA） 

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 

 金融商品仲介業の制度を活用 

お客様 

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経由の顧客預かり資産は1,600億円を突破 

IFA顧客数推移 IFA経由顧客預り資産残高 
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３ 戦略・施策 
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本社移転 

 7月に本社を東品川から二子玉川に移転 

 楽天グループ企業を集約し、グループ間連携の強化と一層の業務効率化を
図る 

 
新住所  :東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス 

移転日  : 2015年7月21日 
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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 

190万人を超える 
 

お客様への最新・革新的な 
 

サービスのご提供 

 
103.3百万人を超える 
 
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 

*楽天会員は累計人数 

*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9月末現在で7,660万人 



28 

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 

 楽天銀行、楽天カード等の楽天金融事業とのシナジーを更に強化 

 外国為替証拠金取引（FX）サービスを強化 

 ・2015年4月： FXCMジャパン証券㈱の完全子会社化、8月に吸収統合 

 ・2015年9月： FXCM Asia Limited（香港）の完全子会社化 

インターネット銀行 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% 

インターネット証券 

外国為替証拠金取引 

（海外） 

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/


30 

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、楽天グループ会員の比率
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 
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楽天銀行とのシナジー 

楽天銀行との各種提携施策を通じ、お客様の利便性の高め、シナジーを向上 

顧客誘導 

金融商品仲介による顧客誘導 

【マネーブリッジ】“シームレスな資金移動” 

【ハッピープログラム】“ポイント連携” 

楽天銀行との共同プログラム 

・・・ 

【FX】“ホワイトラベル提供” 
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楽天銀行とのシナジー・マネーブリッジ 

 利用残高前年同期比+39.2％、ユーザー数前年同期比+24.7％と引き続き力
強い成長を維持 

『マネーブリッジ』サービス 取扱い実績 
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ロイヤルティプログラム『超割』サービス 

 業界で初めて、各種資産残高に応じた株式取引の手数料割引コースを設定 

 4月には資産項目に貸株残高を追加。5月より信用取引手数料の無料化も 

信用新規建
約定金額

信用建玉
平均残高

投資信託
平均残高

貸株
平均残高

ダイヤモンド 10億円以上
5,000万円
以上

5,000万円
以上

5,000万円
以上 30%

プラチナ 5億円以上
1,500万円
以上

500万円
以上

1,000万円
以上 20%

ゴールド 3億円以上 500万円以上 100万円以上 200万円以上 10%

レギュラー 3億円未満 500万円未満 100万円未満 200万円未満 -

達成条件

ランク
手数料
割引率

信用取引 

手数料 

無料！ 
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投資信託 ノーロード投信の充実 

 販売手数料なしのノーロード投信の取扱いを充実させ、9月には取扱数が
700本超えへ。引き続きノーロード投信の取り揃えの充実を図る 

+184本! 

※ノーロード投信には外貨MMF、MMF等を含む 
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投資信託ページ リニューアル 

 投資経験にあったページ選択により、投資初心者でも投信商品の選択がわか
りやすくできるようにリニューアル （2015年10月より） 

（通常モード） （かんたんモード） 
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楽天証券オリジナルファンドスコア 

 個人投資家にわかりやすい5段階のオリジナル評価を提供 

 「より効率的な運用実績を残してきた投資信託」
を厳選するための定量的指標の提供 

 日本特有の投信属性などが考慮した独自
のカテゴリー分類による評価 

 有識者諮問会議を設置し、透明性等確保 



37 

楽天ファンドスコア カテゴリ別高スコア銘柄 

 楽天ファンドスコアにより、銘柄選定が初心者でも簡単・分かりやすく 

*2015年11月3日時点のファンドスコア5（3年）、買付ランキング順 

ファンドスコア5×国内株式 

ファンドスコア5×ミックスアセット 

ファンドスコア5×海外株式 

ファンドスコア5×海外債券 



38 

年金専用ファンドの取り扱い開始 

 業界初となる、年金専用ファンド（DCファンド）の一般販売を開始 

 全てノーロード投信×最低水準の信託報酬率にて提供 

× 

長期投資にオススメ！ 

投資期間が長くなれば
長くなるほど、 

運用期間中のコスト差
が、そのまま運用成績
の差に！ 

銘柄名 信託報酬率 

（税込み） 
同分類の投資信託
の信託報酬比較 

日本債券 

インデックスファンド 
年率 

0.1728% 

Aファンド 

年率 0.54% 

DC外国債券 

インデックスファンド 
年率 

0.2268% 

Bファンド  

年率 1.08% 

DC全海外株式 

インデックスファンド 
年率 

0.27% 

Cファンド  

年率 0.648% 

DC新興国株式 

インデックスファンド 
年率 

0.6048% 

Dファンド  

年率 0.648%  

※同ベンチマーク、運用期間がほぼ同じファンドと比較 （9月30日現在） 
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レバレッジファンド ラインナップの拡充 

 様々な顧客ニーズに対応するため、ラインナップを拡充 

 楽天レバレッジETFは手数料を無料化。低コストでの取引を可能に 

日本国内で運用されている
日本株ブルベアファンドの中
では最大レベルのレバレッ
ジ（倍率） 
（2015年9月～） 

信託報酬は年0.378％。 

売買手数料（現物・信用取
引）は0円と、低コストで取引
ができるETF 

（2015年7月～） 
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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・2015年
取引分 

売買0円 

海外ETF 
実質0円/ﾄﾞﾙ 
買付 

米国株式 約 1,300銘柄 

中国株式 約 470銘柄 

アセアン株式 約 280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 2000本以上 

うち、取引手数料無料の 
投資信託は760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』が引き続き好評となり、期間延長 

2014年・2015年
取引分 
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未成年口座×ジュニアNISA 

 2016年制度開始のジュニアNISAにむけて未成年口座サービスの提供開始 

 ジュニアNISA口座内での国内株式（売買共に）手数料を実質0円に 

2016年1月からの口座開
設受付スタートに先立ち、
ジュニアNISA開設書類の
発送の予約申込の受付
を8月よりスタート 

満20歳未満の未婚者を
対象とした総合口座サー
ビスである、未成年口座
サービスを開始 
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2015/9 前年同期比 主要10社(*) 前年同期比

NISA口座数 300,918 +48.0% 4,608,891 +19.2%

累計稼働口座数 203,490 +67.6% 2,418,339 +76.2%

（稼働率） 67.6% 7.9pts 52.5% 17.0pts

2015年度上期平均投資額（千円） 546.8 ▲12.5% 702.8 ▲1.3%

新規顧客のうち 

投資経験なし 

 NISA開設口座のうち半数は新規顧客となり、そのうち29%が投資未経験者
による口座開設 

当社新規顧客**  
147,065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9月末時点においてNISA口座を開設している口座数 

＊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9月末）  

新規顧客のうち 

投資経験あり 

NISAの取り組み 
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トレーディングツールの強化 

 パソコン向け専用トレーディングツール「MarketSPEED」シリーズ、スマート
フォン向けトレーディングアプリ「iSPEED」シリーズを通じ、最高のトレーディ
ング体験を提供 

 Windows、Mac、iPhone、Android、iPad、Apple Watch等、すべてのプラッ
トフォームに対応 
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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 

 9月より「iSPEED」に『エクスプレス注文』機能を追加 
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スマートフォン・タブレット利用率 

 スマートフォン向けアプリ「iSPEED」経由の取引シェアは伸長 

 2Q/15にはスマートフォンアプリのダウンロード数は110万件を突破 

各取引におけるスマートフォン利用者の割合* 

48.1％ 

*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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新規口座開設者による「iSPEED」利用拡大 
 2015年新規口座開設者のうち、半数超がスマートフォン利用者 

 今後、スマートフォン向けトレーディングアプリの更なる改善を図る 

iSPEED利用率 

52.1％ 

日本株取引における口座開設年度別 「iSPEED」利用者 

*各年度別の新規口座開設者における「iSPEED」経由での日本株
式者の割合 
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セキュリティの強化 

 スマホ向け株アプリ「iSPEED」が8月より指紋認証に対応 

 『Touch ID』によるログイン機能の導入でより安全に取引利用が可能に 

STEP1 

アプリを起動 

STEP2 

ホームボタンをタッチ 

STEP3 

ログイン完了 
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FinTech（Finance×Technology）の活用 

 株教育アプリ「あすかぶ!」を提供する（株）Finatextとパートナーシップを形成 

 FinTechの活用により個人投資家のリテラシー向上に寄与 

Ⓒ三田紀房／コルク 

タップで 

iSPEEDと連携 

あすかぶ！ 

累計ダウンロード数の推移 
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FXビジネスにおける海外進出 

 4月にＦＸＣＭジャパン証券（株）を100％子会社化、8月に吸収合併 

 海外展開の第一歩として、9月にFXCMグループの香港拠点を買収 

 香港FXリテールNo1の拠点を足掛かりに、将来的に他の地域への展開も検討 

 
対象会社 概要 

会社名 

旧株主 

ビジネス 

 FXCM Asia Limited  
    (Hong Kong) 

 
 

 Forex Trading, LLC 
   (100% owned by FXCM Inc., 

     NYSE listed)  

 
 

 Online FX brokerage  

   (在香港個人向け) 
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