
2019年5月10日 
楽天株式会社 

 

2019年度第1四半期決算説明会 
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連結業績 
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 売上収益: ＋15.9％ 前年同期比 

 グローバル流通総額: ＋22.5％ 前年同期比 

 国内EC流通総額は力強く成長: ＋13.3％ 前年同期比 

 Non-GAAP営業利益: +270.5％ 前年同期比 

 フィンテック: 売上収益は前年同期比＋22.1％と順調に拡大、Non-GAAP営業
利益は前年同期比+13.7％ （楽天証券除く） 

 総務省による5G周波数の割当及び19年10月の4G MNOサービス開始に向けた
順調なネットワーク構築 

 新楽天ペイアプリのリリース 

Q1/19 業績ハイライト 
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Q1/19 連結業績サマリー 

(単位：十億円) 

Q1/18 Q1/19 前年同期比

売上収益 241.9 280.3 +15.9%

Non-GAAP 営業利益 31.8 118.0 +270.5%

IFRS 営業利益 28.1 113.7 +304.5%

・Non-GAAP 営業利益、IFRS 営業利益 過去最高を更新 
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Q1/19 売上収益と営業利益 
(単位：十億円) 

*セグメント変更により過去の数値は遡及修正 

Q1/18 Q1/19 YoY
国内EC

売上収益 94.6 108.5 +14.7%
営業利益 16.7 13.8 -17.5%

その他
売上収益 54.7 61.4 +12.3%
営業利益 -1.3 97.7 +989億円

インターネットサービスセグメント
売上収益 149.3 170.0 +13.8%
営業利益 15.5 111.5 +620.8%

フィンテックセグメント
売上収益 93.6 114.2 +22.1%
営業利益 20.4 20.1 -1.4%

モバイルセグメント
売上収益 20.6 25.4 +23.2%
営業利益 -0.6 -6.4 -58億円

調整額
売上収益 -21.6 -29.3 -77億円
営業利益 -3.4 -7.2 -38億円

連結
売上収益 241.9 280.3 +15.9%
Non-GAAP 営業利益 31.8 118.0 +270.5%
IFRS 営業利益 28.1 113.7 +304.5%
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Q1/19 Non-GAAP 営業利益詳細 

31.8 

5.3 
Q1/18 

投資事業 
利益 

フィンテック 国内EC 
(物流関連投資/ 

費用除く) 

モバイル 

その他 
(投資事業、Ebates 
リブランディング

費用除く) 

26.6 
Q1/18 

営業利益 
（投資事業除く） 

将来の成長に向けた先行投資 
・物流関連投資/費用 
・NBA放映権取得費用* 
・パートナーシップ費用 
・Ebatesリブランディング費用 等 

18.5 
Q1/19 

営業利益 
（投資事業、先行

投資除く） 

-0.3 +0.9 -2.8 

-5.8 

-10.8 

110.2 
Q1/19 

投資事業 
利益 

* NBAの放映権取得費用はインターネットサービスセグメントの「その他」に計上 

118.0 

Q1/18  
営業利益 

Q1/19  
営業利益 

(単位：十億円) 
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 3.7GHz帯 (100MHz幅) 、28GHz帯 (400MHz幅) における5G基地局開設計画認定 
 2025年3月までに累計2,000億円の5G設備投資を予定  

5Gサービスの概要（総務省申請ベース） 

2019年 
4月 

5G周波数の割当 

2025年 
3月 

設備投資額 
約2,000億円 

※2019～25年までの6年間 

2020年 
6月 

サービス開始予定 
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4G MNOサービス開始に向けた取り組み 

携帯キャリア事業
への参入決定 

総務省より4G
通信用周波数 
割当 

KDDIとの 
ローミング協定を含む
業務提携締結 

通信基地局の建設開始 

エンドツーエンドの完全
仮想化クラウドネイティ
ブネットワークにおける
実証実験 

17年12月 

18年11月 

18年12月 

18年4月 19年2月 

大規模実証実験の実施 

19年夏頃 

料金プラン、 
価格戦略の発表 

19年10月 

サービス
開始予定 

アルティオスター社と
の戦略的資本業務提携 

19年5月 
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楽天エコシステムの超拡大 

Unique 
User 

クロスユース 

LTV 
ユニーク 
ユーザー 

x x 
x 

メンバーシップバリュー 
ターゲット 

10兆円 

+5.5%  
前年同期比 

Q1/19 
メンバーシップ 

バリュー 

4.7兆円 

 メンバーシップバリューは前年同期比+5.5% の4.7兆円に拡大 
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楽天エコシステムのメンバーシップバリュー 
 
 

Q1/18 Q1/19 

4.7 

4.5 

+0.14 -0.17 +0.01 

アクティブ
ユーザー (LTV CAC) - x クロスユース 

+0.27 

x 

・Ebatesリブランディング費用  
・物流関連投資/費用 
・楽天証券のマージン減少 
などの一過性の要因による利益率の悪化 

（単位：兆円） 

 クロスユースの加速により、アクティブユーザーが増加し、メンバーシップバリューは4.7兆円へと拡大 
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クロスユース率*の拡大 
 SPU等の施策により、クロスユースは堅調に推移し、アクティブユーザーが増加。メンバーシップバ

リューの拡大に貢献 

* 過去12か月間における2サービス以上利用者数／過去12か月間における全サービス利用者数 (2019年3月末時点) 
 (楽天スーパーポイントが獲得可能なサービスの利用に限る)  
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プラットフォーム 
 （MNO、物流等） 

イノベーションを通じて
出店店舗、人々、社会を
エンパワーメントする 

デジタル 
コンテンツ その他 

広告 
ビジネス 

FinTech 

通信 

EC 

メンバーシップ 

データ ブランド 

楽天エコシステム（経済圏） 

企業理念 
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地域戦略によるメンバーシップバリューの最大化 

 
 

地方住民 
地方自治体 

＆ 
地方事業者 

地方自治体、事業者ごとにカスタマイズされた 
楽天サービスを包括的に提供 メンバーシップバリューの向上 

地方住民のニーズに合った 
サービスの提供 

クロスユース 

ユニークユーザー 

LTV 

地方における楽天 
サービス導入率の拡大 
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 12道府県17市3町の 32自治体との包括連携協定 

地方自治体との包括連携協定の拡大 

2015/8 

2010/2 

2009/7 
2014/11 

北海道 
北海道釧路 北海道釧路市 

2016/10 青森県鯵ヶ沢町 

2009/7 埼玉県 

愛媛県松山市 2009/6 

2008/12 高知県 
大分県 

2010/1 宮崎県 

長崎県壱岐市 

2010/1 島根県 

福島県南相馬市 2017/2 

2017/7 鹿児島県薩摩川内市 

2011/2 沖縄県 

2017/2 
2009/6 岩手県 

岩手県矢巾町 
岩手県釜石市 2018/4 

兵庫県豊岡市 2018/10 
2018/12 兵庫県神戸市 

県・市・町 
村 都道府
県 市 
町村 

(いずれか2つ以上) 

2009/3 奈良県 

2011/4 愛知県春日井市 
2009/7 愛知県 

2017/2 広島県福山市 
2017/9 広島県神石高原町 

宮崎県都城市 2019/2 

2016/11 岐阜県飛騨市 
2011/2 
2010/10 岐阜県多治見市 

岐阜県大垣市 

2010/3 岐阜県関市 

2010/7 岐阜県岐阜市 

2009/11 岐阜県 

2015/6 石川県金沢市 

2019/4 鳥取県 
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楽天のキャッシュレス戦略 

 ID/IFレイヤーを守りつつ、ペイメントソースレイヤーとプロトコルレイヤーを拡張 
 ID x ポイント x ロケーションの強みを最大活用 

ペイメントソースレイヤー 

ID/IF* レイヤー 

プロトコルレイヤー 
新プロトコル 
新テクノロジー 

. . . 

. . . 

 
* IF = Interface 

クレジットカードNo.1 ポ
イントNo.1 
ネットバンクNo.1 

ONE ID 
シンプルなUI 

強固なデータセキュリティ 
メンバーシップNo.1 

直接契約店舗数No.1 
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キャッシュレススタジアムの順調な滑り出し 

 様々なプロトコルに対応した事により売上増加に貢献 

飲食購入金額 

前年同期比 

+50.2% * 

飲食購入金額 

前年同期比 

+26.7% * 

 
* キャッシュレスイベント日の前年同期比 
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新楽天ペイアプリのリリース 

前年同期比 

+575%* 

ダウンロード数 

 
* 新楽天ペイアプリローンチ後、2週間における前年同期比（2019年3月18日～2019年3月31日） 
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ポイントパートナーの取扱高成長率 

前年同期比 

+66.6% 

Q1/19 GTV 

前年同期比 

+98.3% 

19/4月 GTV 

2019年4月 2019年7月 

2019年夏 

2019年11月 
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Rakuten ONE Deliveryの進捗 

2% 

21% 

東京都 
埼玉県 
千葉県 
神奈川県 

大阪府 
京都府 

楽天市場 出店店舗 Wowma!  出店店舗  

人口 
カバー率 

他社との提携  
配送エリア*1 ／人口カバー率  

 物流網の活用と連携 

 Wowma!出店店舗に向けた 
   楽天スーパーロジスティクスの提供 

*1 東京23区内及び東京都25市、埼玉県さいたま市6区及び6市、千葉県6市、神奈川県横浜市・川崎市、大阪府大阪市24区及び6市、京都府6市 
*2 2017年11月～2019年3月 

*2  
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フィンテックセグメント 
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売上収益 前年同期比 営業利益 前年同期比

楽天カード 51.9 +20.6% 9.8 +18.1%

楽天銀行 21.6 +9.7% 6.6 +11.6%

楽天ペイメント 6.4 +19.6% -1.2 -10.8億円

楽天生命 7.7 -7.7% 1.0 +108.6%

楽天損保 8.7 - 0.2 -

その他 3.4 +83.5% 0.1 0.3億円

FinTech 合計（楽天証券除く） 99.7 +27.3% 16.6 +13.7%

楽天証券 14.5 -4.8% 3.5 -39.6%

FinTech 合計 114.2 +22.1% 20.1 -1.4%

Q1/19 フィンテックセグメント 業績サマリー 
(単位：十億円) 
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楽天カード 四半期業績推移 

営業利益 
+18.1% 前年同期比 

売上収益 
+20.6% 前年同期比 

（単位：百万円） 

 ショッピング取扱高及びショッピングリボ残高の伸長により、営業利益は前年同期比+18.1%を達成 
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* 管理会計ベース。参考資料とは異なる定義。その他のクレジットカードの数値は参考資料に掲載。リボ残高は元本ベース 
 

楽天カード 経営指標* (1) 

(単位：十億円) 

ショッピング取扱高 ショッピングリボ残高 

+24.8% 前年同期比 
(単位：十億円) 

+21.4% 前年同期比 
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楽天カード 経営指標* (2) 

 
* 管理会計ベース。参考資料とは異なる定義。その他のクレジットカードの数値は参考資料に掲載。リボ残高は元本ベース 
 

ショッピングリボ残高及びキャッシング残高 
(単位：十億円) キャッシング残高 

+22.2% 前年同期比 

ショッピングリボ残高 
+21.4% 前年同期比 
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 楽天カード会員数は19年3月に1,700万人に到達。100万人増加ペースは過去最高。 

楽天カード会員数1,700万人突破 

14/7月 15/3月 15/11月 16/8月 17/4月 18/1月 18/8月 19/3月 

 
1,700万 

 
1,000万人 

 
1,100万人 

 
1,200万 

 
1,400万  

1,300万 

 
1,500万 

 
1,600万 

８ヶ月 
８ヶ月 

９ヶ月 
８ヶ月 

９ヶ月 
７ヶ月 

７ヶ月 
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楽天銀行四半期業績推移 

売上収益 
+9.7% 前年同期比 

営業利益 
+11.6% 前年同期比 

（単位：百万円） 

 貸出金残高の増加により、営業利益は前年同期比+11.6%達成 
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楽天銀行：預金残高推移*1 

 
*1 預金残高はIFRSベース（定期預金は、特約定期預金のデリバティブを含む） 
*2 その他預金には別段預金の他、外貨預金等を含む 
 

その他預金*2 

+7.3% 前年同期比 

定期預金 
+15.3% 前年同期比 

普通預金 
+37.8% 前年同期比 

(単位：十億円) 

1,330.6 1,387.4 1,512.9 1,701.7 1,833.1 

611.9 650.8 
645.5 

708.7 
705.5 

67.7 67.0 
69.4 

70.2 
72.6 

2,010.2 2,105.2 
2,227.8 

2,480.6 
2,611.2 

18/3月 18/6月 18/9月 18/12月 19/3月
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楽天銀行：貸出金残高推移 

その他 
+34.0% 前年同期比 

住宅ローン 
+34.8% 前年同期比 

楽天銀行スーパーローン 
+0.0% 前年同期比 

(単位：十億円) 

369.4 367.5 367.1 367.5 369.4

319.1 343.9 372.8 396.0 430.2

113.2 124.1
131.9 142.7

151.6801.6 835.4 871.7 906.3 951.3

18/3月 18/6月 18/9月 18/12月 19/3月
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国内株式市場の鈍化により、営業利益は前年同期比-39.6％減少 

楽天証券四半期業績推移 

営業利益 
-39.6% 前年同期比 

売上収益 
-4.8% 前年同期比 

 

（単位：百万円） 
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楽天生命四半期業績推移 

営業利益 売上収益 

-7.7% 前年同期比 +108.6% 前年同期比 （単位：百万円） （単位：百万円） 

475  

907  956  918  
992  

Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19

 収益性の低い共済再保険の解約により再保険配当等が減少したものの、保険料収入は堅調に増加 
 営業利益は、保険料収入の増加に伴い前年同期比+108.6%増加 
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インターネットサービスセグメント 
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*1 国内EC流通総額（一部の非課税ビジネスを除き、消費税込み）＝市場、トラベル（宿泊流通）、ブックス、ゴルフ、チケット、ブランドアベニュー、ドリームビジネス、ラクー、 
  ビューティ、マート、デリバリー、楽天ダイレクト、カーライフ、クーポン、ラクマ、楽天デリバリープレミアム、Rebates、Raxy、楽天西友ネットスーパー等の流通額の合計 
*2 爽快ドラッグとケンコーコムの合併等のタイミングで直販ビジネスの流通総額定義の見直しがあったため、Q3/17において数値を遡及修正 
*3 Q1/19より、一部事業において内部取引消去を行ったため、数値を遡及修正 
 
 

国内EC 流通総額*1*2*3 
 

 
+13.3％  

前年同期比 

（単位：十億円） 
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* 国内EC＝市場、トラベル、ブックス、ゴルフ、チケット、ブランドアベニュー、ドリームビジネス、ラクー、ビューティ、マート、  
  デリバリー、楽天ダイレクト、物流、カーライフ、クーポン、ラクマ、楽天デリバリープレミアム等 

国内EC 四半期業績推移* 

売上収益 
+14.7% 前年同期比 

営業利益 
-17.5% 前年同期比 

 

（単位：百万円） 

物流関連投資や費用を 
除く営業利益 

+5.0% 前年同期比 
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+2.0 -0.9 
-4.0 

Q1/18  
国内EC営業利益 

マーケットプレイスビジネスの成長 
・楽天市場 
・楽天トラベル 
・楽天GORA 等 

投資段階のビジネス  
・ラクマ 
・楽天ブランドアベニュー 
・楽天ブックス 
・楽天ビック 
・楽天西友ネットスーパー 等 

物流関連投資/費用 等 

Q1/19  
国内EC営業利益 

16.7 
13.8 

Q1/19 国内EC営業利益詳細 

（単位：十億円） 
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モバイルセグメント 
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* モバイルセグメントは楽天コミュニケーションズ、MNO事業、MVNE/O事業、Rakuten Viber、エナジー事業により構成されます。 

モバイル 四半期業績推移* 

売上収益 
+23.2% 前年同期比 

営業損失 
-5,787百万円 前年同期比 

 

（単位：百万円） 

 2019年10月のMNOサービス開始に向け店舗網等への投資を拡大 
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楽天モバイル実店舗ネットワーク 

2019年5月時点 
店舗数 

500 



38 

「楽天モバイル」ユーザーにおける各サービス併用率* 

 
* 楽天モバイル全契約者における各サービスの利用率（2019年3月時点） 
 

Ichiba 
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広告事業 
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* 内部取引含む取扱高 

 外部広告主に対する売上は、広告在庫やデータの活用により順調に推移 
 まずは、外部広告主へアプローチ、セカンドステップとして外部広告在庫へアプローチ 

[広告主] 
外部（大手ブランド） 

内部（市場出店店舗 等） 

[広告在庫] 
内部 

（楽天グループ内） 
外部 

+19.5% 
前年同期比  

+5.1%
前年同期比  

+9.3% 
前年同期比  

1st Step 2nd Step 

広告売上* 

+17.6%  
前年同期比 

Q1/19 

+18.6%
前年同期比  

広告事業：成長率分析 
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 楽天市場、楽天トラベルなどを中心とした内部在庫や大手ブランド向け商品の拡大により、さらなる成長を
目指す 

 

現在の広告売上 

・Rakuten Pasha 

楽天市場 
楽天トラベル等 

・RMP - Brand Gateway 
・RMP - Customer Expansion 

・RMP - Trading Desk 

・RMP - AdRoll 

広告売上2,000億円*(2021年)に向けた成長戦略 

[広告主] 
外部（大手ブランド） 

内部（市場出店店舗 等） 

[広告在庫] 
内部 

（楽天グループ内） 
外部 

新商品 

 
* 内部取引含む取扱高 
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 O2Oマーケティングを強化し、より効果的な広告商品の提供へ 
 2019年2月4日、企業が実店舗で商品を購入したユーザーにポイントを付与できる成果報酬型広告サービス 
  Rakuten Pashaの提供を開始、楽天の各サービスを活用した広告配信で効率的に集客 

O2Oのポイントマーケティングと楽天IDに基づく高精度なユーザー分析 

おこづかいアプリ 
インフルエンサー等の 

動画クリエイタープロダクション 

広告事業戦略：O2Oマーケティング 

その他の 
広告配信面 

導入企業例 

集客 
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その他情報 
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連結業績 
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（単位：兆円） 

グローバル流通総額*1*2 

 

*1 グローバル流通総額 = 国内EC流通総額 + クレジットカードショッピング取扱高 + Edy決済取扱高 + 楽天ペイ取扱高＋楽天ポイントカード取扱高 + 海外EC流通総額 + Ebates流通総額  
  + デジタルコンテンツ取扱高 + 楽天マーケティング取扱高 
*2 決済・アフィリエイトサービスには、楽天グループ内取引を含む 
 
 

+22.5％  
前年同期比 
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*1 楽天、楽天銀行、楽天カード、楽天証券、楽天生命、楽天損保はIFRSに準拠した単独決算の数値 
*2 借入金 = 社債 + CP + 借入金 
 

楽天グループのバランスシート概要 (2019年3月末) 
 

（単位：十億円） 

楽天（連結） 楽天証券 楽天カード 楽天銀行 楽天 楽天生命 楽天損保 



48 48 

非金融事業キャッシュ・フロー 金融事業キャッシュ・フロー 買収/ 
投資等* 共通 

営業活動CF 
(除く税） 

調整後利益 

B/S増減 税金 

有価証券増減 

その他 

投資 

財務 

営業 

営業 投資 財務 

現金及び現金同等物の増加額 
-43.1 

期首現預金残高 
（2018年12月末） 

現金及び現金同等物の増加額 
+122.2 

現金及び現金同等物 
の増加額 
+10.9 

キャッシュ・フローの状況 (2019年1月 – 3月) 
（単位：十億円） 

期末現預金残高 
（2019年3月末） 

 
* 買収、投資等には、「子会社の取得による収入、支出」の他、非金融における「拘束性預金の戻入による収入、支出」、「有価証券の取得による支出」及び「有価証券の売却及び償還による  
  収入」が含まれます 
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フィンテックセグメント 
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楽天カード：貸倒関連比率（Q1/18-IFRS9影響含む） 

*1 貸倒関連費用比率 = 貸倒関連費用 ÷債権残高・保証残高合計の期首期末平均 × 4 
*2 楽天銀行における楽天銀行スーパーローン残高のうち、楽天カードが信用保証する残高 
*3 Q1/18以降、債務保証損失引当額を含む 
*4 貸倒償却には債権譲渡損を含む 

 

（単位：百万円） 

Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 YoY
貸倒関連費用 7,983 8,078 9,515 10,403 9,192 15.1%
貸倒関連費用比率*1 1.99% 1.98% 2.27% 2.31% 1.94% －

Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 YoY
楽天カード 1,217,549 1,263,110 1,317,899 1,502,530 1,502,864 23.4%

ステージ１（正常） 1,148,457 1,196,212 1,248,131 1,433,457 1,430,687 24.6%
ステージ２（未収１～２ヶ月） 11,541 8,876 10,040 8,862 10,705 -7.2%
ステージ３（未収３ヶ月以上／貸出条件緩和債権） 57,551 58,023 59,727 60,211 61,472 6.8%

388,818 387,696 387,662 387,863 390,177 0.3%
ステージ１（正常／信用保証債務残高*2） 352,702 350,442 349,683 350,184 351,810 -0.3%
ステージ２（遅延30日以上／信用保証債務残高*2） 161 175 195 143 165 2.3%
ステージ３（求償債権） 35,954 37,079 37,784 37,536 38,202 6.3%

その他 1,563 1,504 1,472 1,430 1,378 -11.8%
債権残高・保証残高 合計 1,607,929 1,652,310 1,707,032 1,891,823 1,894,419 17.8%
引当金残高*3 86,560 86,412 88,519 88,741 90,291 4.3%
貸倒償却額*4 8,395 8,222 7,366 10,183 7,645 -8.9%

楽天銀行保証
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楽天インシュアランスグループの戦略 
• 自転車保険のオンライン 

申込開始（2018/10/22～） 

 
• ペット保険販売の拡大 

（3月に新契約年換算保険料1億円突破） 
• 超かんたん保険 
• 家電などの延長保障 
• 店舗向け団体補償制度 

• 自動付帯保険 
• 会員への損害保険販売 

• 住宅ローン契約者向け火災保険 

 
• 火災保険のオンライン申込開始 

（2018/12/12～） 
 

• 保険グループ内における 
 クロス販売（ペット保険等） 

 
• 家財保険のオンライン申込開始 

（2019/2/1～） 
• ゴルファー保険のオンライン 

申込開始（2019/3/12～） 
• 海外・国内旅行保険のオンライン 

申込開始（2019/3/27～） 
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インターネットサービスセグメント 
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 各地方にカスタマイズされた包括的な楽天サービスの提供 

岩手県矢巾町との包括連携例 

地方自治体との包括連携協定の事例 

Ichiba Ichiba 
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Q1/19 楽天市場モバイル流通総額比率* 

73.1% 
前年同期比6.6ポイント上昇 

 
* モバイル流通総額比率＝楽天市場モバイル流通総額 / 楽天市場流通総額合計 (フィーチャーフォン、スマートフォン、タブレットを含む) 
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楽天市場流通総額における楽天カード決済比率 
 楽天市場流通総額における楽天カード決済比率は継続的に拡大 
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(単位：百万米ドル) 

Ebates 流通総額* 

 
* Q1/17に買収したCartera、Q2/17に買収したShopStyleを含む 
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Ebates 営業利益推移* 

 

• Q1/17に買収したCartera、Q2/17に買収したShopStyleを含む 
• リブランディング費用 36.3百万米ドルを除く 
 

(単位：百万米ドル) 
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投資事業のパフォーマンス 

+2,381 

ROI 

+120% 
 

IRR 

+29% 

4,366 

1,985 

初期投資額 
（2012年-現在） 

公正価値 
(2019年3月末） 

リターン  

(単位：百万米ドル) 



59 

投資事業ポートフォリオ 

インターネット 

フィンテック 

ライドシェア 

ヘルスケア 
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モバイルセグメント 
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Viber ユニークID数* 

 

* ユニーク携帯番号登録者数（解約者を除く） 

(単位：百万ID) 
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 Viber In/Out及びコンテンツ売上の成長によるマネタイゼーションの推進 

Viber 売上収益* 

 
* Telco: Viber Out, In. Content: サービスメッセージ、広告、ステッカー等 
 

売上収益 
前年同期比 
+29.8%  
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その他 
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楽天のESG (環境・社会・ガバナンス) 

楽天のマテリアリティ 
• 2017年 - マテリアリティの特定： 

マテリアリティとは、持続可能な社会の実現と長期的な
事業の成長に向けて、楽天が責任を持って取り組むべき
重点課題。この結果に基づき、サステナビリティのアク
ションプランを見直した。 

• ESG (環境・社会・ガバナンス) 情報の開示 
• 社会貢献活動の重点領域を見直し 
• 新たに特定された重点領域に基づくプロジェクトの開始 

 
2019年 ESG情報開示 アクションプラン 
• ウェブサイト・年次報告書などの企業コミュニケーション

において、ESG情報の報告により重点を置く。 
• ESG評価機関への積極的な対応 (FTSE、MSCIなど)。 
• ESG調査の回答内容を改善 (DJSI、CDP)。 
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1月: 楽天グループのコーポレートサイト内、サステナビリティ
ページのリニューアルを実施し、ESG情報の開示に重点を置い
た。ページの作成にあたり、グローバル・レポーティング・ス
タンダード（GRI）やESG評価機関の要件を参考にした。環境
や人権といった新しいトピックを追加した。 

ESG 報告：2019年第１四半期 

 
第一四半期 
 
 
 
 
 
 
第二四半期 

ESG情報開示 ESGレーティング 

4月-5月: 調査へ回答 
9月: 最終結果の発表予定 

4月-7月: 調査へ回答  
12月: 最終結果の発表予定 

1月-2月: 調査内容の見直し 
6月: 最終結果の発表予定 

3月-4月: 調査内容の見直し 
6月: 最終結果の発表予定 
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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弊社の判断であり、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ご了承ください。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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