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【�名�：�ヤ�フー�】�米�国ス�タ�ン�

フ�ォ�ー�ド大�学�の�学�生だ�っ�

た�ジ�ェ�リ�ー�・�ヤ�ン�（�Jerry Yang）�と�デ�

ビ�ッ�ド�・�フ�ァ�イ�ロ�（�David Fil o）�が�始�

め�た�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�検�索�サ�ー�ビ�ス�。�

ユ�ー�ザ�ー�か�ら�の�大�き�な支�持�を�得�て�

1995年�に�法人�化�。�現�在�は�、�イ�ン�タ�

ー�ネ�ッ�ト�の�電話�帳�の�よ�う�な�役割�を�果�

た�し�、�な�く�ては�な�ら�な�い�存�在�に�。�

Yahoo!と�い�う�名�前は、�“�Yet An-

other Hierarchical Officious

Oracle”�（�も�う�一つ�の�階層�的�で�非公�

式�な�神託�）�の�略�だ�と�い�わ�れ�て�い�ま�す�

が�、�デ�ビ�ッ�ド�と�ジ�ェ�リ�ー�の�二�人�は�自�ら�

を�「�な�ら�ず�者�」�（�yahoo）�と�称�し�、�こ�の�

名前を選�ん�だ�と�主張�し�てい�ま�す�。�

◆�【語源�】�Yahoo（�な�ら�ず者�）�の�語源�

は�、�ス�イ�フ�ト�の�「�ガ�リ�バ�ー�旅行�記�」�

に�登場�す�る�野蛮�人�の�名�前�か�ら�。�

Yaho�oは�、�理�性�を�持�っ�た�馬�に飼わ�

れ�る�、�人�の�形�を�し�た�「�野�蛮�の�象�徴�」�

と�し�て風刺的に描か�れ�てい�ま�す�。�



株主�の�皆様へ� 2

Yahoo! の�事業紹介� 6

Yahoo!を�使�っ�て�み�よ�う� 8

注目の�サ�ー�ビ�ス�紹介� 10

貸借対照表� 12

損益計算書� 14

キ�ャ�ッ�シ�ュ�・�フ�ロ�ー�計算書� 16

社員イ�ン�タ�ビ�ュ�ー� 17

Yahoo! 豆知識� 18

Yahoo! Q&A 20

株式情報� 22

株主�メ�モ� 24

会社概要� 25

株主通信�
目�次�



2

私がコンピュータに初めて触れたのは�、�もう�20年以上も�

前になります�。�その当時は�、�UNIXと呼ばれるシステムを�

扱っていました�。�もちろん�、�現在のようなインターネット�

もまだなく�、�簡単なメールのやり取りと電子掲示板が使え�

る�、�いわゆる�「�パソコン通信�」�が登場し始めた時期でした�。�

あれからもう随分と時間が経ちましたが�、�近年�「�ドッ�

グ・イヤー�」�（�犬の加齢速度が人間の７倍であることから�、�

進歩が早いことを指す�）�と呼ばれるほど�、�コンピュータや�

インターネットの世界は急速に進歩しています�。�『�１日休�

むと世界が７日分進んでしまう�』�とも言われ�、�それがこの�

世界の人達の意�欲�を�駆�り�立�て�、�そ�の成�長�を�支�え�て�い�る�ので�す�。�

そんな中�、�私がヤフーの経営をするにあたって常に心が�

けていることがあります�。�

それは�、�インターネットの優れた機能を世界中の人々の�

役に立てたいということです�。�インターネットには�、�「�時�

間や場所の制約を受けず誰でも情報発信ができる�」�「�情報�

発信から受信まできわめて時間が短い�」�「�双方向性がある�」�

などの優れた特徴があります�。�ヤフーではこれらの特徴を�

活かし�、�ユーザーの方々に喜んでいただける様々なサービ�

株主の皆様には�、�平素から格別のご高配を賜り�、�誠にあ�

りがとうございます�。�

この度ヤフー株式会社では�、�株主の皆様�に�株主通信を�、�

年２回お届けすることにいたしました�。�この株主通信が�、�

株主の皆様の当社に対するご理解を深めていただくご参考�

になれば幸いと考えております�。�

未来�を�切�り�拓�く�私�の�経営理念�

は�じ�め�に�

株主�の�皆様へ�
代表取締役社長�

井�上�雅博�



3

スを提供していきたいと考えています�。�

インターネットの世界では�、�いかに多くの�「�人を集める�」�

かがきわめて重要ですが�、�ユーザーの利便性を最優先に考�

えることにより�、�結果は常についてきてくれるはずです�。�

「�どう儲けるかを考えるより前に�、�いかに魅力的なサービ�

スを提供できるかを考えたい�」�私は常にそう思っています�。�

さて�、�現在日本においても�、�インターネットを使いこな�

す人は急速に増えています�。�まだまだテレビやラジオには�

及びませんが�、�2000年�9月におけるインターネット�の世�

帯普及率�は�30.5％にまで増加�し�（�※�1）�、�オフィスや学校ばかり�

ではなく�、�一般の家庭においてもインターネットを日常生�

活の中に取り入れている人が増えてきています�。�３年後の�

2003年には�、�日本のインターネットユーザーは１億�人�（�※�2）�

を突破しているのではないかと予想されています�。�

このようなインターネットユーザーの増加を受けて�、�日�

本のインターネット広告市場も今年は対前年比倍増の�500

（�※�1）�株式会社ビデオリサーチネットコム調べ�
（�※�2）�株式会社情報通信総合研究所調べ�
（�※�3）�株式会社電通調べ�

ヤ�フ�ー�の�事業戦略�

「�ど�う�儲�け�る�か�を�考�え�る�前�に�、�
い�か�に�魅力�的�な�サ�ー�ビ�ス�を�
提供す�る�か�を�考�え�た�い�」�

億円になると予想され�、�2005年には現在のラジオ広告市場�

並みの�2,000億円の規模になると見られています�。�（�※�3）�

こういう状況のもと�、�ヤフーの目指すところは�「�インター�

ネット業界で圧倒的ナンバー１のサイトになること�」�、�つ�

まり最高の視聴率とページビュー数を獲得することです�。�

日�本�の�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�広告市場� 2000億円�*

1000億円�*

500億円�*

241
114

6016

（*予測�）�

1996 1997 1998 1999 2000 2002 2005

（�出典�：�電通）�
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インターネット業界では�、�ユーザーが一定期間に当社�

サ�ービスにどのくらいアクセスしたかを視聴率�（�NAR）�と�

してとらえていますが�、�2000年９月末でヤフー�は�87.2％と�

２位以下を大きく引き離しています�。�この視聴率が高けれ�

ば高いほど当社のユーザー数が多いということですので�、�

視聴率は非常に重要な指標だと思っています�。�

また�、�もう一つ重要なものとし�て�「�ページビュー数�」�とい�

うのがありますが�、�これはユーザーが�、�当社の提供する各�

種サービスのページを実際に何回見たかという指標です�。�

「�ペ�ー�ジ�ビ�ュ�ー数�」�が多ければ多い�ほ�ど広告を掲載�す�る�ス�ペ�ー�

スが増えるということですので�、�これも極めて重要です�。�

血　液　型�A型�
尊敬する人�ナンバー１企業を創業した先達たち�
最近感�動�し�た�こ�と�NFLスーパーボウルを観戦�で�き�た�こ�と�
好 き な 本 �SF関係の書�籍�（�特にアイザック・アシ�

モフやアーサー・�C・クラークなどの�
黄金期の�SF）�

好きな音楽�モダンジャズ�
現在の悩み�なかなか休みがとれないこと�

井�上�雅博�Personal Data

Yahoo! JAPANの�ユ�ー�ザ�ー数� ペ�ー�ジ�ビ�ュ�ー�推移�（�月�間�）�

’97 ’98 ’99 ’00
9月�12 3  6 9 12 3  6 9 12 3  6 9

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（単位�：�100万�ペ�ー�ジ�）�

月�間�33億�PV突破�
9月�11日�、�1日�1億�2000万�PV達成�
（�PV=ペ�ー�ジ�ビ�ュ�ー�）�

1位�yahoo.co.jp 87.2%
以下�、�主�な�広告サ�イ�ト�
goo.ne.jp 52.1
isize.com 42.8
msn.com 41.4
infoseek.co.jp 35.1
lycos.co.jp 33.2
impress.co.jp 32.8
nikkeibp.co.jp 30.2
excite.co.jp 26.1
（�日�本�リ�サ�ー�チ�セ�ン�タ�ー�2000年�9月�）�

NAR(Net Access Rate)・�・�・�全イ�ン�タ�ー�
ネ�ッ�ト�ユ�ー�ザ�ー�の�う�ち�4週間�に�1度�で�も�
ア�ク�セ�ス�し�た�人の�比率�

視聴率調�査�（�日本�）�NAR

※�2000年�9月における日本の�
Webユーザー数は約�1,900万人�

約�1,900万�人�×�87.2%(NAR)
=約�1,650万�人�

87.2%
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よると�2004年には６兆�7,000億円の規模になると予想されて�

お�り�、�今後�大�き�な�成�長�が期�待�さ�れ�ま�す�。�ヤ�フ�ー�は�、�こ�のe-コ�マ�ー�ス�

の分野�で�も�圧倒的�ナ�ン�バ�ー�１�を�目�指�し�た�い�と�考�え�て�お�り�ま�す�。�

インターネット業界は今後グローバル化がますます進�

み�、�デバイス�（�携帯電話等インターネットを見るための道�

具�）�も多様化していくと思います�。�また現在は�、�文字情報�

がほとんどですが�、�今後は音声や動画によるサービスも増�

えていくものと思います�。�当社は�、�このように変化が激し�

い業界にあって�、�圧倒的スピードでユーザーの皆様のニー�

ズに応えていきたいと考えております�。�

株主の皆様におかれましては�、�何卒一層のご支援を賜り�

ますようお願い申し上げます�。�

現在ヤフーは一日�1億�2,000万を超えるページビュー数を�

獲得しており�、�国内では他の追随を許さない最大のインター�

ネットサイトとなっています�。�

当社では今後もユーザーの方々に便利で楽しいサービス�

を提供することにより�「�視聴率�（�ユーザー数�）�」�および�

「�ページビュー数�」�において圧倒的ナンバー１の座を維持�

していきたいと考えております�。�

ユーザーの便宜を増すための新しい取り組みとして�、�新�

聞や雑誌�、�テレビなどで盛んに取りあげられている電子商�

取引�、�いわゆる�e‐�コマースについても�、�ヤフーは業界のナ�

ンバー１を目指しています�。�

e‐�コマースは�、�インターネットの双方向性を最大限に活�

かしたものであり�、�消費者�（�ユーザー�）�にとって商品購入�

時の選択肢が多様化するメリットがあります�。�現在ヤフー�

では�、�「�Yahoo! ショッピング�」�に出店加盟している企業が�

100店舗を超え�、�取扱商品も�約28万点となっています�。�また�

「�Yahoo! オークション�」�は常時開催オークション数�が150万�

点を超え�、�日本最大の規模となっています�。�

日本の消費者向け�e-コマース市場は�、�通産省等の調査に�

井上　雅博�（�いのうえ　まさひろ�）�
1957年�2月�12日生まれ�
1979年�3月　東京理科大学理学部数学科卒業�
1979年�4月�（株）�ソード電算機システム入社�
1987年�11月　ソフトバンク総合研究所入社�
1992年�6月　ソフトバン�ク�（株）�入社�
1994年�1月　同社社長室・秘書室長�
1996年�1月　ヤフ�ー�（株）�設立�、�取締役就任�
1996年�7月　ヤフ�ー�（株）�代表取締役社長就�任�（�現任�）�

Profile

電子商取�引�（e-コ�マ�ー�ス�）�への取�り�組�み�
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の�事�業�紹�介�ポ�ー�タ�ル�か�ら�デ�ス�テ�ィ�ネ�ーシ�ョ�ン�へ�
Yahoo! そ�れ�は�み�ん�な�の�集�ま�る�場所�

日�本のイ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�ユ�ー�ザ�ー�の�9割近�く�が�Yahoo! JAPANを�利用�し�て�お�り�、�他�を�圧倒す�る�ナ�ン�バ�ー�1のポ�ー�タ�ルサ�イ�ト�（�イ�ン�タ�ー�
ネ�ッ�ト�の玄�関口�）�に�成�長�し�て�い�ま�す�。�し�か�し�、�こ�れか�ら�の�Yahoo! JAPANは�、�単�な�る�ポ�ー�タ�ルサ�イ�ト�と�し�て�の役�割�を�超�え�て�、�「�検索�」�
「�メ�デ�ィ�ア�」�「�コ�ミ�ュ�ニ�テ�ィ�ー�」�「�コ�マ�ー�ス�」�の�4つ�の�サ�ー�ビ�ス�を�柱�と�し�た�デ�ス�テ�ィ�ネ�ーシ�ョ�ン�（�目�的地�）�へ�と�移行�し�よ�う�と�し�て�い�ま�す�。�

Search
検索�

ホームページ検索エンジンとして�、Yahoo! JAPANはその�

創設期から�、�より良質なサービスを追求してきました�。�イン�

ターネットの検索サイトの先駆けとして登場した�Yahoo!

JAPANは、�いまやインターネットの標準規格といっても過言�

ではありません�。�検索したい語句を入力すれば�、�それに関連�

したホームページを即座に探し出すことができます�。�

sss

●株�式�を�上場�し�て�いる�企業や店頭公�開�し�て�い�
る�企業�を�検索�す�れば�、�株価の推移や�チ�ャ�ー�
ト�などが表�示�さ�れ�ま�す�。�
（�実際の検索方�法に�つい�て�は8ペ�ー�ジか�ら�詳�し�く�紹介�し�てい�ま�す�。�）�
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さま�ざ�ま�な趣味や嗜好を持つ世�

界中の人た�ち�が�、�集っ�て会話を�楽�

し�ん�だ�り�す�る�場所�を�、�Yahoo !

JAPANは提�供�し�てい�ま�す�。�いろい�

ろ�な�人�と�リ�アル�タ�イ�ム�に意見をか�

わ�す�こ�とが�で�きる�「�Yahoo!チ�ャ�ッ�

ト�」�や�「�Yahoo!メ�ッ�セン�ジ�ャ�ー�」�、�

思い思いの�メ�ッ�セ�ー�ジを書き込め�

る�「Yahoo!掲示板�」�な�ど�、�イ�ン�タ�ー�

ネ�ッ�トを�通�じ�て�、�人と人�と�のつな�が�

り�を持�つ�こ�と�ができ�るサー�ビスが、�

た�く�さ�ん用意さ�れ�てい�ま�す�。�

コマース�、�つ�ま�りインター�ネッ�

トを介した商品の売買は�、�日々増�

え続けていま�す�。�「�Yahoo!ショ�ッ�

ピング�」�はインター�ネ�ッ�トの世界�

につ�く�られた仮想商店街で�、�現在�

100を超える店舗が集ま�っ�ていま�

す�。�そこで売買される商品は�、�本、�

ゲームソ�フ�ト�、�衣類�、�CD、�家電製�

品そ�し�て食料品にまで至�り�、�購入�

できる商品数は�28万を超え�、�自宅�

にいながら�に�し�て�ショ�ッ�ピングを�

楽しむことができま�す�。�また�、�個�

人売買の場を提供す�る�「�Yahoo!

オーク�シ�ョ�ン�」�では�、�常時�150万�

を超える�アイ�テ�ムが出品されてい�

ます�。�今後�、�シ�ョ�ッ�ピン�グ�、�オーク�

シ�ョ�ン共に�、�出店数�、�商品数を増�

やし�ていく予定で�す�。�

メ�デ�ィ�ア� コ�ミ�ュ�ニ�テ�ィ�ー� コ�マ�ー�ス�

Yahoo! JAPANでは�、�様々な�

情報サービス会社�か�ら情報を仕入�

れ�、�それをユーザーの方々に無料�

で提�供�し�ていま�す�。�たとえば株価�

情報�、�ニ�ュ�ース�、�スポーツ情報�、�

気象情報�、�不動産情報�、�就職�・�転職�

情報�、�グル�メ情報などで�す�。�

Yahoo! JAPANではユーザー�

の方々に満�足�し�ていただける�よ�

う、�日夜情報提供サービスの充実�

に取�り�組ん�でいま�す�。�
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イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�に�よ�り�親�し�むため�に�は、�

Yahoo! JAPANのサー�ビス�を�
上手に使�い�こ�なせ�る�よ�う�に�な�る�と�大変便利で�す�。�

Yahoo! JAPANでは単�な�る�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�検索の�
道具�と�し�て�だけ�では�な�く�、�皆様�が�よ�り�便利に楽しく�

イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�を�使�っ�ていた�だ�く�ため�の�、�

さまざまな�サ�ー�ビ�スを�用意�し�てい�ます�。�

今�回�は、�「�キ�ー�ワ�ー�ド検索�」�と�い�う�検索方法�を�ご紹�
介�し�ま�す�。�た�と�えば�、�ある�企業の情報�を�検�索�し�た�
い�と�き�は、�その企業名�を�キーボード入�力�し�て�、�検�
索�ボタ�ン�を�ク�リ�ッ�ク�し�て�くだ�さ�い。�（�ヤ�フー�株式会�
社を検索�し�てみ�ま�し�ょ�う�！�）�

STEP 1 ≥≥~~»»

を�使�っ�て�み�よ�う�
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検索�し�た�企業のホ�ー�ム�ペー�ジの�ほか�に�、�求人情報�
や財務情報�など�の企業情�報�も�検索結�果と�し�て�表�
示され�ま�す�。�（�画面の左�側に表�示され�る�「�株価�」�は�
実際の取引�か�ら�20分遅�れ�で�表示�さ�れ�ま�す�。�）�

STEP 2 ≥≥~~»
「�株価�」�の欄�の�「�ヤ�フー�(株�)」�を�ク�リ�ッ�ク�す�る�と�、�株�
価�やチ�ャ�ー�ト以�外�に�、�業績情�報�、�財務情報�な�どの�
株式投�資に�役立つ企業情�報�も�見�る�こ�と�ができ�ま�
す�。�（�情報提供�元�は東京証券取引所や日本証券業�
協会�、�東洋経済新報社�な�ど�で�す�。�）�

STEP 3 .
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注�目�の�サ�ー�ビ�ス�紹介�

Yahoo! JAPANが現在最も力を入�れ�て�い�る�サ�ー�ビ�ス�の�ひ�と�つに�「�Yahoo!シ�ョ�ッ�
ピ�ング�」�が�あ�り�ま�す�。�自宅にいな�が�らに�し�て�、�簡単�にシ�ョ�ッ�ピ�ン�グが楽しめま�
す。�そこでは出店加�盟�し�ている企業は�100店舗以上�、�取扱商品はお米や漬�物�と�
い�っ�た食品類�か�ら本�、�衣類�、�ア�ク�セサ�リ�ーな�ど�多彩�な�ジ�ャ�ン�ルにわ�た�る�28万ア�
イ�テ�ムを用�意�し�ていま�す�。�

シ�ョ�ッ�ピ�ングを�楽し�むのは簡単で�す�。�
買い�たいと思�う�商品�カ�テ�ゴ�リ�を選�ん�で�
ク�リ�ッ�ク�し�て下�さ�い�。�（�今回は�、�腕時計�
を探�し�てみ�ま�し�ょ�う�！�）�

「�腕時計�」�のカ�テ�ゴ�リ�は、�男性�・�女性用�、�
あ�る�いは�メ�ー�カ�ー�別�に�も細分化さ�れ�
てお�り�、�価格比較もできるため便利で�
す�。�また�、�混�雑�し�た店舗を歩き回�る必�
要�も�なく�、�自分のペ�ー�ス�で�お買い物�
を�楽�しめます�。�お目当�て�の商品が�あ�り�
ま�し�た�ら�、�ク�リ�ッ�ク�し�てくだ�さい。�

「�注文�」�ボ�タ�ンを押せば�、�お買い物は�
終了で�す�。�あ�と�は事�前に�登�録�し�て�ある�
住所に�商品が�送�られ�てきま�す�。�お支払�
いには�、�各種�ク�レ�ジ�ッ�ト�カ�ー�ドや銀行�
振込�な�どの方法が選択�できま�す�（店�舗�
に�よ�っ�て異なり�ま�す）�。�
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子供たちが簡単に�、�そ�し�て健全にイ�
ンター�ネ�ッ�トを楽しんで�も�らえるよ�
う�に、�イラ�ス�トを使�っ�てジ�ャ�ンルを表�
示し�ていま�す�。�

もちろん�、�キーボードからの入力に�
よる検索�も�できま�す�。�子供�のう�ち�か�ら�
キーボードに慣れ親しむことによっ�
て�、�将来パソコンと自然につきあう�
ことができるようになるでしょう�。�

サ�ッ�カーに関連するホームページの�
一覧を�探�し�てみ�ま�し�た�。�子供たちが見�
ても害が無いよう十分に注意を払っ�
て選んだ優良サイトぞろいです�。�

Yahoo! JAPANでは�、�子供た�ちも�楽し�く�健全な環境で�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�を�楽し�ん�でいただ�
け�るよ�う�、�1997年�11月から�「�Yahoo!き�っ�ず」�のサ�ー�ビスをおこ�なっ�ていま�す�。�これは�、�
子供たちにふさ�わ�しい�サイ�トや情報を�楽し�ん�でいただ�け�るサ�ー�ビスで�す�。�家族ぐるみ�
で楽�しい�イ�ンタ�ーネ�ッ�ト�ライ�フを�ど�うぞお�楽�しみ�く�ださい�。�
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貸借対照表�

流�動�比�率� �=�329.8%
企�業�の�短�期�的�な�債�務�返�済�能�力�を�測�定�す�る�指�標�。��

�短�期�的�に�返�済�し�な�け�れ�ば�な�ら�な�い�流�動�負�債�に�対�す�る�、��
�返�済�原�資�と�な�る�流�動�資�産�の�割�合�を�示�し�て�い�ま�す�。��

�
流�動�比�率�=� ×�100%

流�動�資�産��
�流�動�負�債��
�

ポ�イ�ン�ト�1�

当�中�間�期�におい�て�、�売�上�増�加�に�
よ�り�売�掛�金�が増�え�て�い�ま�すが�、�
そ�の�回�収�は�遅�滞�な�く�行�わ�れ�て�
い�ま�す。��

�

Point

ヤ�フーの�数�値�は、�負�債�を�完�済�し�て�も��
�余�り�あ�る�潤�沢�な�手�元�資�金�を��

�有�し�て�い�る�こ�と�を�示�し�て�い�ま�す。��
�

資産の部�
�科目��

�

流動資産��
�現預金�・�有価証券�
�売掛金等�

�固定資産��
�有形固定資産�

�無形固定資産�
�投資�そ�の他の資産��

��
��
��
��
�
資産合計�
�

当中間期��
�

7,064�
�4,727�
�2,337

26,533�
�1,929

92
24,511

33,597

前期��
�

6,307�
�4,547

1,759
4,168�

�1,116
88

2,963

10,475

前中間期��
�

3,315�
�2,313

1,002
1,924�

�553
40

1,330

5,239

[�2000年�9月�30日�現在�]� [�2000年�3月�31日�現在�]� [�1999年�9月�30日�現在�]�
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自�己�資�本�比�率� �=�65.4%
企�業�の�財�務�安�定�性�を�測�定�す�る�指�標�。�有�利�子�負�債�で�は�な�い��

�営�業�資�金�（�自�己�資�本�）�の�、�総�資�産�に�対�す�る�比�率�を�示�し�て�い�ま�す�。��
�

自�己�資�本�比�率�=� ×�100%
自�己�資�本��

�総�資�本��
�

ポ�イ�ン�ト�2�

当�中�間�期�の�投�資�そ�の�他�の�資�産�の�
増�加�は�、�主�に�出�資�先�で�あ�る�（�株�）�
ベク�タ�ー�および�（�株�）�イ�ン�タ�ーネ�ッ�
ト�総�合�研�究�所�の�評�価�額�が�、�時�価�会�
計�を採�用�す�る�こ�と�によ�り�増�大�し�た�
こ�と�に�よ�り�ます�。��

�

Point

ヤ�フ�ー�の数値は�、�非常に健全な�
�財務体質である�こ�と�を�示�し�て�い�ま�す�。��

�

資本の部�
�
資本金�
�資本準備金�
�利益準備金�
�その�他の�剰余金�

�　�（�う�ち�有価証券評価差額金）��
�

資本合計�
�負債�・�資本合計�

�

3,012�
�3,957�
�3�
�15,000�
�(12,433

21,973
33,597

1,556
5,137�

�2�
�1,410�
�

8,106
10,475

1,483�
�1,546�
�2�
�670�
�

3,702
5,239

負債の部�
�科目��

�

流動負債�
�固定負債�
�
負債合計�
�

当中間期��
�

2,141�
�9,481�
�11,623

前期��
�

1,829�
�540�
�2,369

前中間期��
�

1,006�
�530�
�1,537

[�2000年�9月�30日�現在�]� [�2000年�3月�31日�現在�]� [�1999年�9月�30日�現在�]�

（単位�：�百万円）��
�

) (          ) (          )
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損�益�計算書�

科目��
�

売上高��
�売上原価�

�販売費及�び�一般管理費��
�営業利益��

�営業外損益�
�経常利益�
�法人税等�・�そ�の他��

�当期純利益�
�

当中間期��
�

5,399�
�28

3,279
2,092�

�▲�40
2,051

877
1,174

2000年�4月�1日�～�
�2000年�9月�30日��
�

ポ�イ�ン�ト�1�

当�中�間�期�の�売�上�高�の�内�訳�は�以�下�の�通�り�で�す�。��
�

Point

広告事業�
�
その他事業�
�

売上高の�内訳�
�

広告事業�
�その他事業�
�
合計�
�

金額�（�百万円�）��
�5,090�
�309

5,399

百分比(%)�
�94.3%

5.7%

100.0%

売上構成比率�
�

ポ�イ�ン�ト�2�Point
利益推移�
�

（百�万�円�）��
�

’96上�期��
�

’96下�期��
�

’97上�期��
�

’97下�期��
�

’98上�期��
�

’98下�期��
�

’99上�期��
�

’99下�期��
�

’00上�期��
�

0

500

1,000

1,500

2,000
営業利益�
�経常利益�
�
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前中間期��
�

2,121�
�60

1,285
776
▲�50
726
313
413

（単位�：�百万円）��
�

1999年�4月�1日�～�
�1999年�9月�30日��
�

前期��
�

5,695�
�74

3,511
2,110�

�▲�79
2,031

877
1,153

1999年�4月�1日�～�
�2000年�3月�31日��
�

売�上�高�経�常�利�益�率� �=�38.0%
企�業�ト�ー�タ�ル�の�収�益�性�の�高�さ�を�示�し�ま�す�。�本�業�の�営�業�活�動�に�資�金�運�用�益��

�な�ど�の�営�業�外�活�動�を�加�え�た�企�業�活�動�の�採�算�性�に�つ�い�て�示�し�て�い�ま�す�。��
�

売�上�高�経�常�利�益�率�推�移��
�

ヤ�フ�ー�の売上高経常�
�利益率は、�高い�水準で�

�推移�し�て�い�ま�す�。��
�

売�上�経�常�利�益�率�=� ×�100%
経�常�利�益��

�売�上�高��
�

ポ�イ�ン�ト�3�Point
売上高推移�
�

（百�万�円�）��
�

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

’96上�期��
�

’96下�期��
�

’97上�期��
�

’97下�期��
�

’98上�期��
�

’98下�期��
�

’99上�期��
�

’99下�期��
�

’00上�期��
�

その�他売上�
�広告事業売上�

�

0%

10%

20%

30%

40%

’98上�期��
�

’98下�期��
�

’99上�期��
�

’99下�期��
�

’00上�期��
�

売上高経常利益率�
�
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科目��
�

営業活動に�よる�キ�ャ�ッ�シ�ュ�・�フロー��
�投資活動に�よる�キ�ャ�ッ�シ�ュ�・�フロー��
�財務活動に�よる�キ�ャ�ッ�シ�ュ�・�フロー��
�

現金及び現金同等物�の増加額�
�

当中間期��
�

1,170�
�▲�1,113�
�109

165

前期��
�

1,491�
�▲�3,413�
�393

▲�1,528

前中間期��
�

387�
�▲�1,122�
�421

▲�312

（単位�：�百万円）��
�

2000年�4月�1日�～�
�2000年�9月�30日��
�

1999年�4月�1日�～�
�2000年�3月�31日��
�

1999年�4月�1日�～�
�1999年�9月�30日��
�

ポ�イ�ン�ト�1�

税引前当期純利益の�増加に�よ�り�2,038百万円増�。��
�売掛金の�増加に�よ�り�589百万円減�。��

�

Point

ポ�イ�ン�ト�2�

サー�バ�ー�、�パソ�コ�ン等�の購入に�よ�り�1,046百万円減�。��
�出資に�よ�り�118百万円減�。��

�

Point

ポ�イ�ン�ト�3�

新株発行に�よ�り�201百万円増�。��
�

Point

キ�ャ�ッ�シ�ュ�・�フ�ロ�ー�計算書�
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―――�サ�ー�フ�ァ�ー部�と�い�う�の�は�ど�ん�な�と�こ�ろ�な�ん�で�し�ょ�う�か�。�

吉川　�インターネットにはいろいろなサイトがあります�。�趣味のサ�

イトやさまざまな情報を公開しているサイト�、�それにショッピング�

を目的にしたところなどですね�。�そういったありとあらゆるサイト�

のなかから有益なもの�、�情報として価値のあるものを探し出して�、�

ユーザーが見つけやすいように整理・分類する業務を行っていま�

す�。�サーファーというネーミングは�、�「�ネットサーフィン�」�（�インター�

ネットをサーファーが波乗りをするように見てまわること�）�からき�

ています�。�

―――�Yahoo! JAPANに�は�現在�何�人�く�ら�い�の�サ�ー�フ�ァ�ー�が�い�る�の�で�す�か�。�

吉川　�現在は�20数名います�。�それぞれが自分の得意分野を持ってい�

て�、�つねに自分に関係するサイトを見てまわるようにしています�。�

私の場合は�、�バイクが好きなのでオートバイ関係と�、�哲学や人文系�

のサイト�、�それから映画なども興味のある対象ですね�。�それ以外の�

サイトも�、�もちろん見てまわるのですが�。�

―――�お仕事�の�な�か�で�苦労�す�る�部分�は�。�

吉川　�カテゴリー分けには気を遣います�。�ユーザーのみなさんが求�

めている情報に�、�簡単にたどり着くためのいちばんよいカテゴリー�

分けはどんなものか�、�ユーザーからのフィードバックをいちばん求�

めている部分ですね�。�私たちの間に�「�マジックモーメント�」�という�

言葉があって�、�これは�、�探し求めていた情報が得られるピッタリな�

サイトに出会う�、�その不思議な瞬間のことを言います�。�ユーザーの�

みなさんにぜひとも味わっていただきたい瞬間です�。�

―――�サ�ー�フ�ァ�ー�を�な�さ�っ�て�い�て�い�ち�ば�ん楽�し�い�の�は�ど�ん�な�こ�と�で�し�ょ�う�。�

吉川　�いままで見たこともない変わったサイトを探し出して�、�みな�

さんにご紹介できることでしょうか�。�こういった掘り出し物サイト�

は�、�新着情報として�「�今日のオススメ�」�※�のコーナーで紹介されたり�

します�。�ぜひチェックしてみてください�。�

●吉川浩満�
1996年�入�社�。�Yahoo! JAPANが�ま�だ�十数�人�と�い�う�小�さ�な�会�社�

だ�っ�た�こ�ろ�か�ら�の�古参社�員�（�と�は�い�う�も�の�の�４�年�目�）�。�会社が�箱�

崎�に�あ�っ�た�こ�ろ�か�ら�比�べ�る�と�、�社員�数�や�環境�に�は�隔世�の�感�が�あ�

る�と�い�う�。�現在�Yahoo! JAPANは�表参�道�の�ど�真�ん�中�に�あ�る�。�

今回登場�し�て�も�ら�っ�た�のは�、�Yahoo! JAPANのな�か�で�も�根幹�と�な�る�業務�を�行�う�サ�ー�フ�ァ�ー�部�
で働�く�吉川浩�満�リ�ー�ド�・�サ�ー�フ�ァ�ー�。�
サー�フ�ァ�ー部�と�い�う�のは�、�Yahoo! JAPANのデ�ィ�レ�ク�ト�リ�サー�ビス�を管�理�・�運営�す�る�部署�で�、�
平た�く�言え�ば�、�世界中に広が�る�膨大�な�イ�ン�タ�ーネ�ッ�ト�サ�イ�ト�を整理�し�て�、�ユーザー�が使いや�
す�い�よ�う�に分類�す�る�仕事を�行�っ�て�いる�と�こ�ろ�です�。�

社�員�イ�ン�タ�ビ�ュ�ー�

※�「�今�日�の�オ�ス�ス�メ�」�の�URLswww.yahoo.co.jp/new�
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Long long time ago.

と�い�っ�て�も�ほん�の�6年ほ�ど前�、�ス�タ�ン�フ�ォ�ー�ド大学電気�

工学科で学�ん�でいたデ�ビ�ッ�ド�・�フ�ァ�イ�ロ�（�David Filo）�と�

ジ�ェ�リ�ー�・�ヤ�ン�（�Jerry Yang）�の�2人は�、�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�の�

い�ろ�い�ろ�なサ�イ�ト�を�見て�回る�こ�と�を楽�し�ん�でい�ま�し�た。�し�

か�し�、�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�に�は�多�く�の有益な�サ�イ�ト�があ�る�に�も�

かか�わ�ら�ず�、�そ�こ�へ�た�ど�り�着�く�た�め�の道案内�が�存�在�し�て�

いな�い�こ�と�に�2人は不満�を�感�じ�て�

い�ま�し�た�。�そ�ん�な�あ�る�日�、�彼�ら�は�い�

ま�ま�で訪れ�たサ�イ�ト�を�全部記�録�し、�

分類�す�る�と�い�う�作業に着�手�し�た�の�

です�。�あ�く�ま�で�も�趣味の一環で……�。�

数十個の分類�を2、�3の�大�ま�かな�グ�ルー�プに�ま�と�め、�ま�

たそれ�を�カテ�ゴ�リ�ー別に分け……�と�、�ど�ん�ど�ん辞書の�

ペ�ー�ジ�を�書�き�加�え�て�い�く�よ�う�に�、�ぼ�う�大な�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�地�

図�を�作�り�上�げ�た�の�です�。�そ�れ�が�1994年の�こ�と�で�し�た�。�

2人�と�も�自�分た�ち�の作�っ�た道案内�サ�イ�ト�

が�、�人気�を�集�め、�莫大な利益�を�生み�出�し�て�、�数�多�く�の�信�

奉者�を�生�も�う�と�は�、�夢�に�も�思�っ�てい�な�か�っ�たで�し�ょ�う�。�

Yahoo!と�名付�け�ら�れた�こ�のサ�イ�ト�は、�初期の�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�

ト�フ�ァ�ン�にい�た�く�気に�入�ら�れ�て�、�1994年末�に�はなん�と�毎�

日�10万人�近�く�のユ�ー�ザ�ー�が�、�Yahoo!を�利用�す�る�よ�う�に�な�っ�

てい�た�ので�す�。�

興味深い�エ�ピ�ソ�ー�ド�を�ひ�と�つ�。�

当初�Yahoo!は、�ジ�ェ�リ�ー�が使�用�し�てい�た�「曙�（�akebono）�」�

と�い�う�名前の研究用�ワ�ー�ク�ス�テ�ー�シ�ョ�ン�に置かれ�、�サー�

チ�・�エ�ン�ジ�ン�はデ�ビ�ッ�ド�が使�っ�てい�た�「小錦�（�konishiki）�」�

と�い�う�名前�のコ�ン�ピ�ュ�ー�タ�に置か�れ�て�い�ま�し�た�。�な�ん�と�

彼�ら�は大相撲�の�フ�ァ�ン�だ�っ�た�ので�す�。�

1995年�のは�じめに�、�ネ�ッ�ト�ス�ケ�ー�プ�社�

（�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�を�見て�回�る�た�

め�の�ソフ�ト�ウ�ェア�を�作�る�会�

社�）�の共同創設者�であ�る�マー�

ク�・�ア�ン�ド�リ�ー�セ�ン�が�、�デビ�ッ�

マ�ー�ク�・�ア�ン�ド�リ�ー�セ�ン�
か�ら�の誘�い�

毎�日�10万�人�が訪�れる�
道案内�サ�イ�トへ�

豆知識�
第�1回�

Yahoo!の生�い�立�ち�
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ド�と�ジ�ェ�リ�ーに�、�彼ら�のフ�ァ�イ�ル�をネ�ッ�ト�ス�ケ�ー�プ社が�

持�っ�て�い�る�も�っ�と�大き�な�コ�ン�ピ�ュ�ー�タ�に�移�さ�ない�か�と�提�

案�し�ま�し�た�。�と�い�う�の�も�、�Yahoo!のあ�ま�り�の人気�ぶ�り�に�、�

ス�タ�ン�フ�ォ�ー�ド大学�に�あ�っ�た�コ�ン�ピ�ュ�ー�タ�・�ネ�ッ�ト�ワ�ー�ク�

に�は大変な数の�ア�ク�セ�ス�が集�中�し�、�大学に迷惑�を�かけ�

てい�た�か�ら�です�。�

こ�の頃�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�に�は、�広告�を�掲載�

す�る�こ�と�で利益�を上�げ�る�サ�イ�ト�が現�れは�じ�め�ま�し�た。�2人�

は�、�大学院�を�休�学�し�、�人気�を�集�め�は�じめた�Yahoo!の買�

収�話�も断�り�、�資金�を�提�供�し�て�く�れる�ベ�ン�チ�ャ�ー�キ�ャ�ピ�タ�

ルを探�し求�め�ま�し�た。�

そして�、�1995年�4月�、�つい�に�Yahoo Corporation（�現�

Yahoo! Inc.（�米国ヤフー�）�）�が設�立�さ�れ、�本格的に�Yahoo!

のサ�ー�ビス�を開�始�し�ま�し�た�。�Yahoo!は広告収入�に�よ�っ�

て運�営さ�れ�る�商業�サ�イ�ト�に生�ま�れ変�わ�っ�たので�す�。�そ�

れから�、�急成長を見�せ�る�日�本の�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�利用者�に�

ア�メ�リ�カ�と�同等の�サー�ビ�ス�を�提供�す�る�た�め、�1996年�1月�、�

Yahoo Corporationは�日�本�の�ソ�フ�ト�バ�ン�ク株式会社�と共�

同で�ヤ�フ�ー株式会�社�（Yahoo! JAPAN）�を設立�、�同年�4月�

1日�、�いま皆さ�ん�が利�用�し�てい�る�日�

本語�

によ�る�サー�ビス�

Yahoo! JAPANがス�タ�ー�ト�し�たので�す�。�

ベ�ンチ�ャ�ー�キ�ャ�ピ�タ�ル�、�
そ�し�て�日�本への進出�

1996年�1月�

1996年�4月�

1997年�1月�

1997年�11月�

1998年�3月�

1998年�7月�

1999年�1月�

1999年�7月�

1999年�9月�

2000年�3月�

2000年�4月�

2000年�6月�

2000年�7月�

2000年�8月�

2000年�9月�

イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�上の情報検索�サ�ー�ビ�ス�の提�供�を�行�う�こ�と�を�目的�と�し�て�、�
ヤ�フ�ー�株式会社設立�

日本�語�で�の情報検索�サ�ー�ビ�ス�（�サ�ー�ビ�ス�名�：�Yahoo! JAPAN）�の�
提�供�を�開始�。�

’96日本優秀製�品�・�サ�ー�ビ�ス賞�の�「�日経産業新聞優秀賞�」�を�受賞�。�

店頭登録銘�柄�と�し�て�株式�を�公開�。�

（株）�エ�ヌ�・�テ�ィ�・�テ�ィ�・�ア�ド�が提�供�し�て�い�る�検索�サ�ー�ビ�ス�「�goo」�と�の間�で�
協力関�係�を�提携す�る�こ�と�を�発表�。�

パ�ー�ソ�ナ�ラ�イ�ズ�サ�ー�ビ�ス�「�My Yahoo!」�の他�「�Yahoo!掲示板�」�、�「�Yahoo!
ゲ�ー�ム�」�、�「�Yahoo!ペ�ー�ジ�ャ�ー�」�な�ど�の�コ�ミ�ュ�ニ�テ�ィ�ー�サ�ー�ビ�ス�を�開始�。�

米�国�ブ�ロ�ー�ド�キ�ャ�ス�ト�社�と�ソ�フ�ト�バ�ン�ク�（�株�）�と�の合�併�で�ブ�ロ�ー�ド�キ�ャ�ス�ト�・�
コ�ム�（�株�）�（�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�上�に�お�け�る�、�動画�・�音声�な�ど�の同時配信�サ�ー�ビ�
ス）�を�設立�。�

（株）�住友�ク�レ�ジ�ッ�ト�サ�ー�ビ�ス�と�提携�し�、�「�Yahoo! JAPAN VISAカ�ー�ド」�
の募�集�を�開始�。�

オ�ン�ラ�イ�ン�・�シ�ョ�ッ�ピ�ン�グ�サ�ー�ビ�ス�「�Yahoo!シ�ョ�ッ�ピ�ン�グ�」�お�よ�び�、�
オ�ン�ラ�イ�ン�・�オ�ー�ク�シ�ョ�ン�サ�ー�ビ�ス�「�Yahoo!オ�ー�ク�シ�ョ�ン�」�を�開始�。�

ジ�オ�シ�テ�ィ�ー�ズ�（株）�お�よ�び�ブ�ロ�ー�ド�キ�ャ�ス�ト�・�コ�ム�（株）�を�合併�。�

（株）�日本交通公社�、�ソ�フ�ト�バ�ン�ク�・�イ�ー�コ�マ�ー�ス�（株）�と�、�イ�ン�タ�ー�ネ�ッ�ト�上�
の旅行商品の電子商取引を�行�う�合弁会�社�（株）�た�びゲ�ー�タ�ー�を�設立�。�

iモ�ー�ド対応携帯電話�向け�サ�ー�ビ�ス�「�Yahoo!モ�バ�イ�ル」�を�開始�。�

一日�あ�た�り�1億ペ�ー�ジ�ビ�ュ�ー�を�突破�。�

性別や年�齢�な�ど�ユ�ー�ザ�ー�の属�性�に従�い�、�タ�ー�ゲ�ッ�ト�を�絞�っ�て�広告配�信す�
る�「�デモ�グ�ラ�フ�ィ�ッ�ク�・�タ�ー�ゲ�テ�ィ�ン�グ広告�」�を�開始�。�

ピ�ー�・�ア�イ�・�エム�（株）�を合併�。�

Yahoo! JAPANの沿革�
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Q&A

株式分�割は�何回�や�っ�て�いる�の�です�か�？�
当社は店頭公開以�来�2年間で�、�1対�2の株式分割を�4回�行�っ�て�お�り�ます�。�当社�で�は�、�投�

資家の皆様が買いやすい株価水準とするため�、�また流動性の向上を図ることを目的�

として株式分割を行っております�。�（�詳しく�は�23ページの�「�資本金・株式数の推移�」�をご覧�

ください�。�）�

A
Q 1

ス�ト�ッ�ク�オ�プ�シ�ョ�ン�と�は何です�か�。�
またそ�れ�を�役職員に付与�す�る�目的は何です�か�。�

ス�ト�ックオプ�シ�ョ�ンとは�、�あらかじめ決められた価格で自社株を購入する�こ�とができ�

る権利の�こ�とで�す�。�

当社では�、�役職員が株主の皆様と同じ視点に立ち�、�企業実績および企業価値を高めよ�う�とす�

る意欲を一層向上させる�こ�とを目的�と�し�てス�ト�ックオプ�シ�ョ�ンを付与�し�ていま�す�。�

A
Q 2
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Yahoo! JAPANが収�益�を�あ�げ�る�仕�組�みは�ど�う�な�っ�て�い�る�の�で�す�か�？�
Yahoo!JAPANの営業収入�の�9割以上は広告収入で�す�。�Yahoo!JAPANはインター�

ネッ�ト上で�、�様々なサービスをインター�ネッ�ト�・�ユーザーの方々に�、�すべて無料で提�

供�し�てお�りま�す�。�ちょ�う�ど�、�テレビやラジオの番組を私たちが無料で観�た�り聴い�た�りできる�

よう�にで�す�。�Yahoo!JAPANは、�「�バナー�」�と呼ばれる広告をサービス画面上に掲載する�こ�と�

で、�広告主である企業様から広告収入を得ていま�す�。�

A

テ�レ�ビ�や�ラ�ジ�オ�広�告�と�の�違�いは�？�
インター�ネ�ッ�ト広告は�、�「�双方向性�」�という特徴を持�っ�ていま�す�。�テレビやラジオは情�

報発信者から受信者への一方通行ですが�、�インター�ネ�ッ�トではユーザーも情報発信者�

になる�こ�とができま�す�。�インター�ネッ�トの世界では�、�広告主は�、�こ�の�「�双方向性�」�によ�り�、�広�

告を見た人達から発信された情報を得る�こ�とができ�、�その情報を基に事業に役立てる�こ�とが�

できま�す�。�

A

Q 3

Q 4
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株価�チ�ャ�ー�ト�（月�足�）�・�出来高�

●�発行済株�式�の�総数：�58,452.5株�
●�会社�が発�行す�る�株式の�総数�：�232,100 株�
●�株　　主　　数�：�1,047名�

株式情報�

（�百株�）�

（�百万円�）�

主要株主一覧�

ソ�フ�ト�バ�ン�ク�株式会社�

株　主　名�

ヤ�フ�ー�イ�ン�ク�

住友信託銀行株式会�社�（�信託口�）�

ジ�オ�シ�テ�ィ�ー�ズ�

株式会社大和銀行信�託�口�B�

東洋信託銀行株式会社�
（�信託勘定�A口�）�

野村信託銀行株式会�社�（�投信口�）�

第一勧業富士信託銀行株式会社�
（�証券投資信託�口�）�

三菱信託銀行株式会�社�（�信託口�）�

ス�テ�ー�ト�ス�ト�リ�ー�ト�バ�ン�ク�ア�ン�ド�ト�ラ�ス�ト�カ�ン�パ�ニ�ー�

50.8

32.4

1.4

1.4

0.9

0.8

0.6

0.4

0.3

0.3

29,701

18,926

802

800

525

460

335

233

203

196

当社�への出�資状況�
持株�数�（�株）�持株比�率�（％�）�

●�2000年�9月�30日現在�

注�）�株価は株�
式分割を考慮�
した調整後の�
価格で表示さ�
れています�。�
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国内法人�
56名�
30,023株�
（�51.36%）�

個人�
810名�
2,404株�
（�4.11%）�

証券会社�
5名�
30株�
（�0.05%）�

外国法人等�
144名�
22,726株�
（�38.88%）�

金融機関�
32名�
3,268株�
（�5.59%）�

1株以上�
911名�
（�87.01%）�
1,931株�

10,000株以上�
2名�
（�0.19%）�
48,627株�

100株以上�
16名�
（�1.53%）�
4,717株�

1株未満�
10名�
（�0.96%）�
3株�

10株以上�
108名�
（�10.32%）�
3,173株�

年� 月� 資本�金�（�円）� 資本準備�金�（円）�発行済株式�数�（株）� 摘要�

1996年�1月� 200,000,000 0 4,000.00 会社設立�

1997年�9月� 290,000,000 0 5,800.00 有償株主割当�（�1：�0.45）�

1997年�11月� 434,787,500 500,175,000 6,775.00 公開時公募�

1999年�3月� 1,442,287,500 1,507,675,000 6,900.00 公募�

1999年�5月� 1,471,204,300 1,538,326,808 13,822.00 第�1回株式分割�（�1：�2）�

1999年�9月� 1,483,340,700 1,546,686,392 13,913.00 新規事業法のストックオプション行使�

1999年�11月� 1,483,340,700 1,546,686,392 27,826.00 第�2回株式分割�（�1：�2）�

2000年�3月� 1,556,749,800 5,137,100,727 28,954.15 ジオシテ�ィ�ーズ�（株）�、�ブロー�ド�キ�ャ�ス�ト�・�コム�（株）�合併�

2000年�4月� 1,558,349,800 5,137,100,727 28,986.15 新規事業法のストックオプション行使�

2000年�5月� 2,897,015,000 3,798,435,527 57,940.30 第�3回株式分割�（�1：�2）�

2,901,975,000 3,798,435,527 58,039.50 新規事業法のストックオプション行使�

2000年�9月� 2,959,053,800 3,913,772,028 58,167.50 ピー・アイ・エ�ム�（�株）�合併�

3,012,063,800 3,957,239,628 58,452.50 新規事業法のストックオプション行使�
（�注）�1. 2000�年9月�30�日を割当日�と�し�て、�1�株につき�2�株の割合をも�っ�て株式分割を実施する予定で�す�。�（�11�月�20�日効力発生�）�

2. �第1回および第�2�回ワラ�ン�トの行使による変動については�、�表示�し�てお�り�ません�。�

資本�金�・�株式�数�の�推移�

所�
有�
者�
別�
分�
布�
状�
況�

所�
有�
株�
数�
別�
分�
布�
状�
況�
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決　算　期�：3月�31�日�
定時株主総会：�6月�
名義書換代理人�：東洋信託銀行株式会社�
同事務取扱所：東洋信託銀行株式会社�証券代行部�

東京都江東区東砂�7�丁目�10�番�11�号�
〒�137-8081�203-5683-511�1�（代）�

同　取　次　所�：東洋信託銀行株式会社�全国各支店�
野村證券株式会社�全国本支店営業所�

1�単位の株式の数�：1株�（�額面�50,000�円）�
公告掲載新聞：日本経済新聞�

株主�メ�モ�
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商　　　号：ヤフー株式会社�
証券コード：�468�9�（�店頭�）�
ホームページ�：�http://www.yahoo.co.jp/�
本社所在地：〒�107-0061 �東京都港区北青山�3-6-7 �パラシオタワー�
設　　　立：�1996�年1月�31�日�
資　本　金：�3,012�百万�円�（�2000�年9月�30�日現在�）�
事�業�内�容：インターネット上の広告事業�
従�業�員�数：�302�名�（�平均年齢：�30.6�歳）�（�2000�年9月�30�日現在�）�
役　　　員：�代表取締役社長� 井上　雅博�

取締役会長� 孫　　正義�
常務取締役� 有馬　　誠�
取　締　役� ジ�ェ�リー�・�ヤ�ン�
取　締　役� 中馬　啓介�
常勤監査役� 関　　増友�
監　査　役� 桐渕　利博�
監　査　役� 佐野　光生�
監　査　役� 轟　　幸夫�

会社概要�



〒�107-0061東京都港区北青�山�3-6-7 パ�ラ�シ�オ�タ�ワ�ー�
電話�03-5469-6965電�子�メ�ー�ル�ir@mail.yahoo.co.jp


