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株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと心よ
りお慶び申し上げます。

2009年1月27日に発表いたしました2008年度第3四半期決算
の内容をご報告させていただくため、この株主通信を作成い
たしました。株主の皆様の当グループに対するご理解を深め
ていただく一助となりましたら幸甚です。

当四半期の株主通信は、株主の皆様に、ＩＲサイトや提供し
ているサービス等をインターネット上で直接ご覧いただき、ご
理解を深めていただくことを目的として、このようにインター
ネット上でご覧いただく形式へ変更いたしました。紙面での株
主通信では制約がありましたが、Web版ではご紹介するサー
ビス等のリンクをクリックすることで該当するサイトをご覧いた
だくことができるなど、内容の充実に努めました。

今後も引き続き株主の皆様へのご報告について、最良の方
法を検討してまいります。

さて、2008年後半は世界的な景気悪化が急速に広がり、既
存のマス広告媒体の多くが軒並み苦戦を強いられるなど、厳
しい環境となりました。当グループでは、中長期の成長へ向
けた経営戦略として「ソーシャルメディア化」、「Everywhere
化」、「オープン化」、「地域・生活圏情報の充実」という４本柱
を掲げ、今後も手を緩めることなく、邁進してまいりたいと考
えますが、同時に、景気のさらなる悪化に備え、筋肉質の財
務体質を作るべく、グループ全体で費用削減の施策に取り組
んでおります。テレビは50年、新聞は100年を超える歴史があ
りますが、インターネットはまだ始まったばかりであり、現在は
まだ成長への通過点であると考えております。リーディングカ
ンパニーとしての地位をさらに強固なものとするために、企業
として「引き締まった体質」を作り上げ、さらなる成長を目指し
てまいります。

株主の皆様には、今後ともより一層のご理解ご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。

代表取締役社長

井上 雅博
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当四半期の売上高 ネット表示 グロス表示
前年同四半期比
（グロス表示比較）

広告事業 349億円 414億円 13.0%

ビジネスサービス事業 137億円 141億円 -4.1%

パーソナルサービス事業 183億円 193億円 4.1%

合 計 669億円 749億円 7.0%

2008年度第3四半期の売上高は669億円(*)、営業利益は331億円
（前年同四半期比6.0%増）、経常利益は328億円（前年同四半期比6.5%増）、
四半期純利益は191億円（前年同四半期比11.4%増）となりました。
(*)当期より、従来、売上原価に計上していた当社のパートナーである他のサイト運営会社に支払う
TAC（Traffic Acquisition Cost）や販売費及び一般管理費に計上していた販売代理店等に支払う手数料に
ついて売上高から控除する方法（純額表示、ネット表示）に変更しました。

売上高を純額表示（ネット表示）した場合および従来どおりの方法
（グロス表示）で算出した場合は、それぞれ下表のとおりとなります。
（詳しくは、8ページをご覧下さい。）

2008年度第3四半期（10月‐12月）ハイライト
業績総括
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■ ディスプレイ広告（バナー広告等）

- 景気がさらに厳しさを増し広告市場全体に停滞感が強まる中、ブランディング効果の高い
商品やターゲティング広告を中心に販売に注力しました。その結果、「ブランドパネル」や
「プライムディスプレイ」の売上が好調に推移しました。

- 利用者の行動履歴をもとに広告配信を行う行動ターゲティング広告においては、
不動産・建設、自動車関連、交通・レジャーを中心に大きく売上を伸ばしました。
デモグラフィックターゲティング広告においては、化粧品・トイレタリー等、主に女性を
ターゲットとした広告を中心に大きく売上を伸ばしました。

- アド･ネットワークの推進によりパートナーサイトが拡大し、売上が堅調に推移しました。

■ 検索連動型広告・興味関心連動型広告（オーバーチュア（株）等）

- パートナーサイトの拡大により検索連動型広告売上は前年同四半期比で順調に売上を

伸ばしました。

- 興味関心連動型広告「インタレストマッチTM」の提供を本格的に開始しました。

2008年度第3四半期ハイライト
広告事業

広告事業 ネット表示 グロス表示
前年同四半期比
（グロス表示比較）

売上高 349億円 414億円 13.0%

営業利益 180億円 180億円 12.5%

事業別売上高（ネット表示）
（単位 ： 億円）

広告事業
349

売上高
669億円

広告事業
ニーズに合わせた広告商品を提供する

インターネット広告ビジネスによる売上
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■ eコマース関連収入

- 「Yahoo!ショッピング」においては季節販促特集に注力するとともに、購入手続きの簡略化の
ためのインターフェースの改善、レビュー投稿機能の追加等を実施した結果、2008年12月は
過去最高の月間取扱高となりました。ファッション、食品、家電等の販売が好調でした。

- 「Yahoo!オークション」においてはストア数の増加に加え、ストアロイヤルティの改定も寄与し、
オークション関連収入が順調に推移しました。

- 「Yahoo!ショッピング」「Yahoo!オークション」の合計ストア数は2008年12月末で32,673店舗と
前年同四半期末比2,450店舗（8.1%）増加しました。これに伴いコマース関連収入も順調に推移し、
特にモバイル経由の取扱高が大きく伸びました。

■ 情報掲載料収入

- 景気全般の減速感が続く中、「Yahoo!グルメ」「Yahoo!不動産」「Yahoo!トラベル」等が
前年同四半期比で大きく売上を伸ばしました。一方、企業の採用意欲低下の影響を受け
「Yahoo!リクナビ」売上は引き続き大きく減少し、他サービスの順調な売上増加分を相殺
しました。

2008年度第3四半期ハイライト
ビジネスサービス事業

ビジネスサービス事業 ネット表示 グロス表示
前年同四半期比
（グロス表示比較）

売上高 137億円 141億円 -4.1%

営業利益 51億円 51億円 -15.4%

事業別売上高（ネット表示）
（単位 ： 億円）

ビジネス
サービス事業

137

売上高
669億円

ビジネス

サービス事業
ビジネスパートナーのご要望にお応えする

広告以外の法人向けビジネスによる売上
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■ 「Yahoo!プレミアム」会員費収入
- 会員限定の特典付サービス等の追加を一層強化し、会員価値向上のための
様々な施策を行いました。その結果、会員費の改定にもかかわらずプレミアム会員ID数
は過去最大の726万IDとなり売上が好調に推移しました。

■ 「Yahoo!オークション」システム利用料収入

- 第3四半期の「Yahoo!オークション」総取扱高は前年同四半期比約3%減の1,878億円に
とどまり、システム利用料収入は前年同四半期比で微減となりました。

■ 「コンテンツ課金」収入

- 「Yahoo!パートナー」「Yahoo!コミック」「Yahoo!縁結び」等の課金コンテンツ・サービスを
中心に大きく売上を伸ばしました。

2008年度第3四半期ハイライト
パーソナルサービス事業

パーソナルサービス事業 ネット表示 グロス表示
前年同四半期比
（グロス表示比較）

売上高 183億円 193億円 4.1%

営業利益 134億円 134億円 8.2%

事業別売上高（ネット表示）
（単位 ： 億円）

パーソナル
サービス事業

183

売上高
669億円

パーソナル

サービス事業
価値あるインターネットサービスを

提供する個人向けビジネスによる売上
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2008年度第3四半期ハイライト
経費削減への取り組み

■景気のさらなる悪化に備え、筋肉質の財務体質を作るべく、
グループ全体で中長期の費用削減施策に取り組んでいます。

・ 六本木ヒルズ・汐留に分散するオフィスを東京ミッドタウンに集約し、
賃借料・水道光熱費等を削減

・ 開発・その他の業務を必要に応じて内製化することにより、業務委託費を
適正化する

・ 業務時間・内容等の見直しを行い、より効率的な業務体系を構築し、
残業時間の適正化を図る

・ 社員全員が費用削減に向けた取り組みを行う

（旅費交通費の見直し、紙媒体の削減、事務用品費の節約等）

・経費削減については、この機会に不要なコストを削ろうという趣旨で

行っております。一方で、研究開発については、これまで通り費用を

投じていくなど、成長のための投資は継続してまいります。

・オフィスの集約については、2008年度第4四半期中に、六本木ヒルズ、

汐留からの移転を完了する見込です。

会議のペーパーレス化

複合機の機能を活用した
書類印刷方法の見直し
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2008年度第3四半期損益計算書

2008年10-12月 2008年10-12月 2007年10-12月

（ネット表示） （グロス表示）① （グロス表示）

売上高     （億円） 669 749 700 7.0 %

売上原価  （億円） 70 116 99 16.5 %

売上総利益  （億円） 599 633 600 5.4 %

営業利益 （億円） 331 331 312 6.0 %

経常利益 （億円） 328 328 308 6.5 %

四半期純利益 （億円） 191 191 171 11.4 %

EPS （円） 322 322 283 13.6 %
発行済株式数（期中平均）
（万株）　②

5,928 5,928 6,048 -2.0 %

完全希薄化後 EPS（円） 322 322 283 13.7 %
完全希薄化後株式数
（万株）　②

5,934 5,934 6,058 -2.0 %

  増減率

（グロス表示比較）

① 2008年10-12月におけるグロス表示は参考値です
② 発行済株式数、完全希薄化後株式数は自己株式を除いています

＜会計処理の変更（売上高の純額表示、ネット表示）＞

従来、売上原価に計上していたパートナーサイトの運営会社に支払うページ使用料
（TAC）や販売費及び一般管理費に計上していた販売代理店等に支払う手数料につ
いて、当期より、売上高から控除する方法（純額表示、ネット表示）に変更いたし
ました。これは、パートナーサイトを通じたオープン化戦略を展開し収益の多様化
を図る中、当社とパートナー／販売代理店等との役割分担およびリスク負担をあら
ためて検討した結果、売上高を純額表示することがより合理的であると判断したこ
とによります。なお、利益面への影響はありません。
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■ 2008年4-6月以降の各利益率は売上高をネット表示に変更したことによる影響を受けています
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販管費構成推移

単位：億円

2008年10‐12月
（ネット表示）

構成比
2007年10-12月

（グロス）

前年同期比
増減率

人件費 68 25.7% 60 13.1%

業務委託費 37 14.2% 40 -6.3%

減価償却費 29 10.9% 24 16.7%

通信費 24 9.3% 21 17.3%

ロイヤルティ 19 7.4% 19 -0.1%

賃借料･水道光熱費 18 7.0% 19 -6.1%

情報提供料 16 6.2% 13 19.2%

販売促進費 12 4.6% 11 7.0%

販売手数料 11 4.2% 28 -60.5%

維持管理費 6 2.3% 4 22.1%

広告宣伝費 3 1.2% 3 -20.8%

租税公課 2 1.1% 3 -3.4%

貸倒引当金繰入額 2 1.0% 4 -37.9%

支払手数料 2 0.8% 14 -84.4%

その他 11 4.1% 16 -30.5%

販売費及び一般管理費 267 100.0% 288 -7.1%

Point1

Point4

Point3

Point3

Point2

＜当四半期販管費構成のポイント＞

■Point1 ： 減価償却費

当四半期の減価償却費が前年同四半期と比べて増加したのは、主にサーバー等
設備の増加およびソフトウェアの増加によるものです。

■Point2 ： 通信費

当四半期の通信費が前年同四半期と比べて増加したのは、コンテンツ配信にか
かわる配信料の増加によるものです。

■Point3 ： 販売手数料・支払手数料

当四半期の販売手数料・支払手数料が前年同四半期と比べて減少したのは、代
理店手数料および決済関係手数料を売上高から控除する方法（純額表示、ネッ
ト表示）に変更したことによるものです。

■Point4 ： 貸倒引当金繰入額

当四半期の貸倒引当金繰入額が前年同四半期と比べて減少したのは、主に個人
向け債権の回収率改善によるものです。
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2008年度第3四半期貸借対照表

単位：億円主な科目 2008年12月末 2007年12月末 増減

＜資産の部＞
流動資産 1,275 1,299 -24
    現金及び預金 748 819 -70
    売掛金   339 345 -6
固定資産 2,028 2,070 -41
    有形固定資産 153 162 -9
    無形固定資産 145 161 -15
    投資有価証券 1,611 1,638 -26
資産の部合計 3,303 3,370 -66

＜負債の部＞
流動負債 735 732 2
　 短期借入金　 200 201 -1
　 未払金 112 128 -16
　 未払法人税等 136 140 -3
固定負債 101 300 -198
負債の部合計 836 1,033 -196

＜純資産の部＞
株主資本 2,443 2,302 141
   資本金 74 73 1
   資本剰余金 25 23 1
   利益剰余金 2,343 2,205 138
評価・換算差額等 2 11 -9
少数株主持分 19 22 -3
純資産の部合計 2,467 2,337 130

負債・純資産合計 3,303 3,370 -66

Point5

Point1 

Point2

Point4

Point3

＜当四半期の連結貸借対照表のポイント＞

【資産の部】

■Point1 ： 現金及び預金

現金及び預金は、当社の自己株式の取得により519億円（累計）の支出があり
ましたが、主に営業活動による資金の増加により前年同四半期末と比べて70億
円の減少にとどまりました。

■Point2 ： 投資有価証券

投資有価証券は株式の取得による増加があったものの、減損や時価評価により
前年同四半期末と比べて減少しました。

【負債の部】

■Point3 ： 未払金

未払金が前年同四半期末と比べて減少したのは、固定資産購入にかかわる未払
金の減少によるものです。

■Point4 ： 固定負債

固定負債が前年同四半期末と比べて減少したのは、主に長期借入金の返済によ
るものです。

【純資産の部】

■Point5 ： 利益剰余金

利益剰余金が前年同四半期末と比べて増加したのは、純利益の増加によるもの
です。
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2008年度第3四半期キャッシュ・フロー

        主な項目 2008年10-12月

営業活動によるキャッシュ・フロー 119

税金等調整前四半期純利益 327
減価償却費 30
売上債権・仕入債務 　 4
その他流動資産・負債　 5
未払消費税等の増加　 9
法人税等の支払 -263

投資活動によるキャッシュ・フロー -23
有形固定資産の取得 -10
無形固定資産の取得 -11

財務活動によるキャッシュ・フロー -113
長期借入金の返済 -100

キャッシュ・フロー増減額 -18

単位：億円

Point1

Point2

Point3

＜当四半期の連結キャッシュ・フロー計算書のポイント＞

■Point1 ： 営業活動によるキャッシュ・フロー

当四半期の営業活動においては、法人税等の中間納付により263億円支出して
いるものの、利益等の増加により119億円の収入となりました。

■Point2 ： 投資活動によるキャッシュ・フロー

当四半期の投資活動においては、主にソフトウェアの取得およびサーバー等設
備の取得による支出があったことにより、23億円の支出となりました。

■Point3 ： 財務活動によるキャッシュ・フロー

当四半期の財務活動においては、主に借入金の返済により、113億円の支出と
なりました。
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引き続き不透明な景況感を前提として、販管費の削減を徹底します。
求人関連事業は引き続き苦戦が予想されますが、ディスプレイ広告の推進、検索連動型
広告の強化に努めます。「Yahoo!プレミアム」会員費、「Yahoo!オークション」ストアロイヤル
ティにおいては、値上げが3ヶ月分フルに寄与します。これらをあわせ、全社での増収増益
を目指します。

2008年度第4四半期見通し

単位：億円

07/4Q
（実績）
グロス表示

08/4Q
　（見通し）
グロス表示

08/4Q
　（見通し）
ネット表示

売上高 742 741～771 663～691

営業利益 337 338～354 338～354

経常利益 328 335～351 335～351

四半期純利益 161 195～205 195～205

当グループを取り巻く事業環境は短期的に大きく変動する可能性があり、通期の業績見通しについて
信頼性の高い数値を算出することは極めて困難であると考えています。従いまして、当グループは
四半期ごとに業績発表を行い、併せて次四半期の業績見通しのみを公表することとしています

08/4Qにおけるグロス表示は参考値です

2008年度 通期見通し

単位：億円

2007年度
（実績）
グロス表示

2008年度
　（見通し）
グロス表示

2008年度
　（見通し）
ネット表示

売上高 2,620 2,949～2,979 2,649～2,677

営業利益 1,248 1,328～1,344 1,328～1,344

経常利益 1,215 1,314～1,330 1,314～1,330

当期純利益 626 755～765 755～765

■ 2008年度通期見通しは、2008年度第1～3四半期の実績累計値に第4四半期の見通しを加算したもの

となっています

■ 2008年度におけるグロス表示は参考値です

2008年度（予想）
1株当たり127円～130円

2007年度（実績）
1株当たり104円

期末配当金
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各事業部の2008年度第3四半期における活動 ①

検索事業部

■小学館『日本大百科全書（見出し約13万項目、キーワード約50万語）』を完全無料で検索・利用できる
「Yahoo!百科事典」の提供を開始

■ 「Yahoo!検索」：ダイレクト検索の表示対象を拡大。検索結果に「Yahoo!ショッピング」「Yahoo!オークション」
「Yahoo!地図」「Yahoo!ミュージック」「Yahoo!百科事典」等の掲載情報が直接表示されるように

■ 「Yahoo!知恵袋」：（株）オールアバウトとの連携により、専門家が回答する「Yahoo!知恵袋×All About
プロファイル 専門家回答」の提供を開始。また画像の投稿、携帯電話のメールを使用しての投稿が可能に。
お気に入りの質問を1,000件まで登録できる「知恵コレクション」も公開

■ 「Yahoo!商品検索」：掲載サイトによる店舗の絞込み機能を追加。また検索結果に「Yahoo!オークション」
掲載情報を含めることも選択可能に

オークション事業部

■ 「Yahoo!オークション」補償制度の拡大により、落札時に継続して3ヶ月以上の「Yahoo!プレミアム」会員費の
支払がある利用者に限り、落札価格5,000円未満の取引も補償対象に

■ eBay Inc.との業務提携の一環として、一部カテゴリにおいて『Sekaimon（セカイモン）』の商品を期間限定で
掲載

■ 英語の商品情報検索・入札が可能な「Yahoo!オークション英語版(Yahoo! JAPAN AUCTIONS 
English Version)（ベータ版）」の提供を開始

■ 2008年度第3四半期におけるチャリティーオークションの落札総額は3,552万円

＜当四半期において新規公開・拡充した主なサービス＞

【検索事業部】

■「Yahoo!百科事典」

http://100.yahoo.co.jp/

■「ダイレクト検索」について

http://search.yahoo.co.jp/promo/direct.html

■「Yahoo!知恵袋×All About プロファイル 専門家回答」

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/special/allabout/

■「Yahoo!商品検索」における便利な新機能

http://psearch.yahoo.co.jp/promo3/

【オークション事業部】

■「偽造ソフトウェア対策」強化のお知らせ

http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20081204.html

■「出品マスター」

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/seller_program/index.html

■「代金支払い管理サービス」

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/shiharaikanri/index.html

■「Yahoo!オークション英語版(Yahoo! JAPAN AUCTIONS 

English Version)（ベータ版）」

http://intl.auctions.yahoo.co.jp/

「Yahoo!百科事典」より

「Yahoo!オークション英語版」より
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各事業部の2008年度第3四半期における活動 ②

会員サービス事業部

■ 会員獲得のための各種プロモーションの実施（「Yahoo! BBホワイトプラン」、「ADSL 10ヶ月間ずっと
無料キャンペーン」・「Yahoo! BB」ご紹介プログラムによる「最大15,000ポイント・最大5ヶ月無料キャンペーン」、
「Yahoo!縁結び」女性無料キャンペーン等）

■ 「Yahoo!プレミアム」会費価格改定とそれに伴う各種特典提供を開始。また会員価値向上のための施策を
各事業部・外部企業と連携して実施（吉本興業（株）のお笑い動画の提供、有料コンテンツの割引等）

■ 「Yahoo!携帯ショップ」：販売強化のための各種プロモーションの実施（「microSDHCカード 4GBなどが必ず
もらえるキャンペーン」等）

■ 「Yahoo!縁結び」：結婚仲介サービス会社への資料請求が可能に。また女性無料キャンペーンを実施

メディア事業部

■ 「Yahoo!ファイナンス」：各証券取引所の上場会社が開示した適時開示情報の掲載を開始。
またモバイル版外国為替情報の提供を開始

■ 「Yahoo!テレビ」：モバイル版の全面リニューアルを実施

■ 「Yahoo!動画」：「NHKオンデマンド」との連携を開始

■ 「Yahoo!天気情報」：週間天気予報のリニューアルを実施

＜当四半期において新規公開・拡充した主なサービス＞

【会員サービス事業部】

■「Yahoo!プレミアム」

http://premium.yahoo.co.jp/

■「Yahoo!コミック」における「全巻無料イッキ読み」

http://comics.yahoo.co.jp/premium/ikkiyomi/

■「Yahoo! BB ホワイトプラン」

https://ybb.softbank.jp/wp/

■ 「Yahoo!縁結び」

http://enmusubi.yahoo.co.jp/

【メディア事業部】

■「Yahoo!ファイナンス」適時開示情報

http://disclosure.finance.yahoo.co.jp/

■「Yahoo!テレビ」

http://tv.yahoo.co.jp/

■「Yahoo!スポーツ」

http://sports.yahoo.co.jp/

■「Yahoo!天気情報」週間天気予報

http://weather.yahoo.co.jp/weather/week/

「Yahoo!縁結び」

「Yahoo!天気情報」
週間天気予報
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各事業部の2008年度第3四半期における活動 ③

ライフスタイル事業部

■ 「Yahoo! BEAUTY」：日本全国の美容室・エステ・ネイルサロン等の検索や割引クーポンの利用、
クチコミ情報の投稿が可能な「サロン検索」の提供を開始

■ 「Yahoo!ウェディング」：サイトの全面リニューアルを実施。結婚式までのスケジュールやコストを管理する
カップルページを開設、会場のクチコミ投稿機能の提供も開始。同時に、複数のウェディング専門誌の
情報掲載を開始

■ 「Yahoo!ブックス」：サイトの大幅リニューアルを実施。1,000冊を超える書籍や雑誌の無料立ち読みが
可能に。またレビュー投稿機能も追加

■ 「Yahoo!ミュージック」： （株）タイトーとの連携により、毎月1,300本のカラオケ動画が利用できる
会員向けサービス「みんなのカラオケ」の提供を開始

地域サービス事業部

■ ビジネスネットワーキングサービスとして、招待制SNS「CU（シーユー）」（ベータ版）の提供を開始

■ 「Yahoo!路線情報」：iPhone 3G、iPod touch向けに「Yahoo!路線情報アプリ」の提供を開始

■ 「Yahoo!地図」：ワイワイマップのマップページのリニューアルを実施。スポットコメントへの画像投稿機能や
投稿者ランキング機能等を追加。また道案内ルート地図をブログやサイトに貼り付けることが可能に。
さらにソフトバンクモバイル・ドコモ向け「Yahoo!地図アプリ」において世界地図の表示や「みんなで作ろう
Yahoo!地図」の提供を開始

■ モバイル版「Yahoo!みんなの検定」：検定作成機能を追加。携帯電話からも検定を作成・公開することが
可能に

＜当四半期において新規公開・拡充した主なサービス＞

【ライフスタイル事業部】

■「Yahoo!リクナビ」の新サービス「シフトワークス」

http://shiftworks.yahoo.co.jp/

■「タイトー-みんなのカラオケ」

http://m-karaoke.yahoo.co.jp/

■「Yahoo!ウェディング」

http://wedding.yahoo.co.jp/

■「Yahoo!ブックス」の無料立ち読み

http://books.yahoo.co.jp/tachiyomi

【地域サービス事業部】

■「ワイワイマップ」

http://waiwai.map.yahoo.co.jp/

■「Yahoo!路線情報」

http://transit.yahoo.co.jp/

■「CU（シーユー）」（ベータ版）

https://cu.yahoo.co.jp/

「Yahoo!ウェディング」
カップルページ

「ワイワイマップ」
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各事業部の2008年度第3四半期における活動 ④

ショッピング事業部

■ クリスマス・お歳暮等の季節販促特集に注力

■ 商品レビュー機能を追加

■ 購入プロセスの簡略化のため、ショッピングカートをリニューアル

ソーシャルネット事業部

■ 「Yahoo!メール」：メールソフト同様の操作性を実現した次世代「Yahoo!メール」（ベータ版）の本格提供を開始

■ 「Yahoo!ブログ」：投稿した記事を製本することが可能に。またモバイル版「Yahoo!ブログ」において絵文字を
使用したコメントの投稿が可能に

■ 「Yahoo!プロフィール」：投稿したコンテンツや自分とつながりのあるユーザーの投稿コンテンツに関する
新着情報をまとめて確認できる新着確認機能を追加

モバイル事業部

■ モバイル版「Yahoo!検索」：「i-mode」「EZweb」において、地図や画像等の検索結果を直接画面上に
表示するダイレクト･ディスプレイの機能の提供を開始

■ 「Yahoo!デコレーション」：「i-mode」「EZweb」への提供を開始

■ 「Yahoo!ケータイ」向けに「モバイルウィジェットストア」の提供を開始

＜当四半期において新規公開・拡充した主なサービス＞

【ショッピング事業部】

■「Yahoo!ショッピング」

http://shopping.yahoo.co.jp/

【ソーシャルネット事業部】

■「Yahoo!プロフィール」

http://profiles.yahoo.co.jp/

■次世代「Yahoo!メール」（ベータ版）

http://promo.mail.yahoo.co.jp/newmail/

【モバイル事業部】

■「Yahoo!モバイル」におけるモバイル専用サービス

http://mobile.yahoo.co.jp/service/mobile_service.html

「Yahoo!プロフィール」

「Yahoo!ショッピング」



18

各事業部の2008年度第3四半期における活動 ⑤

事業推進本部

■ 決済事業：「Yahoo! toto」において「Yahoo!ネットバンキング」「Yahoo!カード」の利用者を対象に
スポーツ振興くじ「BIG」の先行販売を開始。また(株)ちょびリッチの「ちょびリッチポイント」の
「Yahoo!ポイント」への交換が可能に

■ 旅行事業：H.I.S.海外格安航空券の販売を開始。また「京都たび案内」「ゲレンデに行こう！」
「春休み旅行」等の特集を公開

■ リサーチ事業：「Yahoo! JAPAN」での検索行動データを組み合わせたリサーチサービス「Search Insight 
（サーチインサイト）」の提供を開始。2008年12月末現在の登録モニター数は185万人（PCのみ）

■ デジタルホーム事業：「Yahoo! JAPAN for AQUOS」の大幅なリニューアルを実施。Yahoo! JAPAN IDを
利用した「Yahoo!フォトアルバム」の閲覧が可能に。また郵便番号によるニュース・天気情報の
表示地域設定が可能に。さらに本田技研工業（株）のカーナビゲーションサービス「インターナビ」との
ドライブ関連情報での連携を開始

■ 新規事業室：吉本興業(株)グループとの提携により、同社グループ制作のオリジナル動画を中心に
構成される動画サービス「myzo（マイゾー）」（ベータ版）の提供を開始。また、事業者向けポータルサイト
「Yahoo!オンビジネス」の登録企業数は2万社に

サービス統括部

■ 「スポーツ応援プロジェクト2008」：「仲間と一緒に夢へチャレンジ！」をテーマに、スポーツに関する
夢や思いをこめたメッセージを募集。受賞団体に有名スポーツ選手による1日講習会と100万円相当の
スポーツグッズが贈られる「ライフエンジン賞」等を進呈。またアスリートが小・中学校を訪問し1日先生として
授業をする『アスリート先生の１日ホームルーム』への応募受付を開始

＜当四半期において新規公開・拡充した主なサービス＞

【事業推進本部】

■「Yahoo! JAPAN for AQUOS」

http://aquos.yahoo.co.jp/

■「myzo(マイゾー)」

http://myzo.yahoo.co.jp/

【サービス統括部】

■「スポーツ応援プロジェクト2008」

http://yells.yahoo.co.jp/

■「スポーツ応援プロジェクト2008」

アスリート先生の１日ホームルーム

http://yells.yahoo.co.jp/homeroom/index.html

「Yahoo! JAPAN for AQUOS」

「スポーツ応援プロジェクト2008」
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ディスプレイ広告売上高の業界別シェア

上記は検索連動型広告等を含んでいません

07/3Q 4Q 08/1Q 2Q 3Q

金融・保険・証券　 15.8% 18.9% 18.1% 18.9% 16.7%

自動車・関連品（輸送用機器） 10.8% 11.8% 12.3% 10.7% 11.4%

不動産・建設 9.2% 11.4% 12.1% 11.5% 10.7%

化粧品・トイレタリー 7.7% 6.3% 9.2% 10.2% 10.4%

交通・レジャー 7.3% 9.1% 7.9% 7.9% 7.2%

ファッション・アクセサリー 3.2% 2.4% 3.7% 3.4% 4.2%

移動体通信サービス 8.5% 3.9% 3.3% 3.3% 4.1%

食品 2.6% 2.7% 3.5% 3.4% 3.6%

コンピュータ・コンピュータ関連・事務機器 3.8% 6.8% 3.2% 3.3% 3.4%

各種人材サービス 4.0% 4.6% 3.6% 3.2% 3.4%

飲料・嗜好品 2.9% 2.4% 5.0% 3.9% 3.3%

エンターテイメント系ソフト 3.5% 2.7% 3.4% 3.1% 3.0%

その他 20.7% 17.0% 14.7% 17.2% 18.6%

合計　 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

広告売上高の増加額（前年同四半期比）が大きかった業界 広告売上高の増加率（前年同四半期比）が大きかった業界

■ 化粧品・トイレタリー ■ 食品
■ 食品 ■ 化粧品・トイレタリー
■ 不動産・建設 ■ ファッション・アクセサリー

広告売上高の増加額（前年同四半期比）が大きかった業界 広告売上高の増加率（前年同四半期比）が大きかった業界

■ 化粧品・トイレタリー ■ 食品
■ 食品 ■ 化粧品・トイレタリー
■ 不動産・建設 ■ ファッション・アクセサリー

参考資料①

参考資料②

2008年度第3四半期 主要広告主

ファッション・アクセサリー
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク
リシュモン ジャパン （カルティエ）

移動体通信サービス
カシオ計算機
ソフトバンクモバイル

食品
味の素
日本マクドナルド
やずや

コンピュータ・コンピュータ関連・事務機器
キヤノンマーケティングジャパン
デル

各種人材サービス
エン・ジャパン

飲料・嗜好品
サントリー

宅配・引越し
日本郵政

金融・保険・証券
損保ジャパンひまわり生命保険
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行

自動車・関連品（輸送用機器）
トヨタ自動車
日産自動車
本田技研工業

不動産・建設
旭化成ホームズ
住友不動産
コスモスイニシア

化粧品・トイレタリー
花王
資生堂
ディーエイチシー

交通・レジャー
全日本空輸
日本航空

上記は検索連動型広告等を含んでいません。
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2008年度第3四半期 事業データ

１日あたり平均取扱高 2007年10-12月 2008年10-12月

コマース（億円）： 26.9 26.7

☆ オークション（億円）： 21.1 20.4

☆ ショッピング（億円）　①： 5.8 6.3

内モバイル経由コマース（億円）： 3.3 4.4

「Yahoo! BB」接続回線数 2007年12月末 2008年12月末

総回線数（万回線）： 494.3 442.7

Yahoo! JAPAN 獲得回線数（万回線）： 101.8 87.9

その他オークションデータ 2007年10-12月 2008年10-12月

　　平均落札額（円）： 5,378 5,220

　　平均落札率（％）： 23 19

ビジネスエクスプレス（月平均件数）： 2007年10-12月 2008年10-12月

　 3,713 2,800

① 「Yahoo!ショッピング」、「Yahoo!チケット」、「Yahoo!トラベル」を含む。
両期間とも不正注文を除いた金額を算出

参考資料③

参考資料④

Yahoo! JAPAN Google その他検索サイト

Yahoo! JAPANが、変わらずNo.1

日本におけるウェブ検索クエリの市場シェア

出典：株式会社ビデオリサーチインタラクティブ Web Reportデータをもとに作成 / 自宅からのアクセス 2008年11月

※分析対象サイト:Yahoo! JAPAN/Google/MSN Windows Live/goo/infoseek/excite/fresheye/BIGLOBE/nifty/ 
OCN/Baidu 計11サイト

※上記11サイトにおけるWeb検索結果ページの推定検索セッション数をもとに作成
トップページを除くクエリ数を比較したもの

禁無断転用

ウェブ検索におけるYahoo! JAPANのシェア
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組織図

監査役会 取締役会

管理本部
（109）

事業戦略本部
（17）

内部統制室 （5）

CSO 

業務監査室 （8）

情報セキュリティ
本部 （78）

取締役 CFO   
CCO 

*CEO＝Chief Executive Officer 
*CFO＝Chief Financial Officer 
*COO＝Chief Operating Officer
*CSO＝Chief Security Officer 
*CCO＝Chief Compliance Officer
*CTO＝Chief Technology Officer

計3,547名 （2009年1月1日現在）

CTO  

代表取締役 社長
CEO  

オークション事業部
（151）

取締役 COO 

メディア事業部
（190）

広告本部 （534）

ソーシャルネット
事業部 （147）

検索事業部 （153）

ビジネスサービス
本部 （307）

ショッピング事業部
（117）

地域サービス
事業部 （282）

モバイル事業部
（101）

ライフスタイル
事業部 （154）

事業推進本部 （201）

マーケティング本部
（77）

会員サービス
事業部 （112）

エリア統括本部
（29）

サービス統括部
（197）

カスタマーサポート
本部 （168）

Yahoo! JAPAN 
研究所 （12）

パートナーソリュー
ション本部 （106）

法務本部
（61）

人事本部
（42）

COO室 （3）

システム統括部
（185）

2

主なグループ会社

● 当四半期末の主な連結子会社

◆ （株）インディバル ◆ オーバーチュア（株）

◆ トライクル（株） ◆ （株）ニューズウォッチ

◆ （株）ネットラスト ◆ ファーストサーバ（株）

◆ ヤフーカスタマーリレーションズ（株） ◆ ヤフーバリューインサイト（株）

◆ ワイズ・インシュアランス（株） ◆ ワイズ・スポーツ（株）

● 当四半期末の主な持分法適用会社

◆ （株）オールアバウト ◆ オリコンDD（株）

◆ （株）クラシファイド ◆ （株）クレオ

◆ JWord（株） ◆ セブンアンドワイ（株）

◆ （株）たびゲーター ◆ （株）テレウェイヴ

◆ TVバンク（株） ◆ バリューコマース（株）

◆ （株）ファッションウォーカー ◆ フォートラベル（株）

◆ （株）ベストリザーブ ◆ 夢の街創造委員会（株）

2008年12月末日現在
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株主メモ

決 算 期 ： 毎年3月31日

定時株主総会 ： 毎年6月

株主名簿管理人 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

0120-232-711（通話料無料）

公 告 方 法 ： 電子公告

ただし、事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。

■ご案内
【未受領の配当金について】
三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
お問い合わせについては、上記連絡先（0120-232-711）へご連絡ください。

お手続きに関する詳細は、三菱UFJ信託銀行のホームページでもご確認いただけます。

・三菱UFJ信託銀行ホームページ http://www.tr.mufg.jp/daikou/（外部サイト）

【住所変更等、各種お手続きについて】
株券電子化に伴い、各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券
会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせく
ださい。

1

資料の内容には、将来に対する見通しが含まれている場合がありますが、
実際の業績はさまざまな要素により、これら見通しと大きく異なる結果と
なり得ることをご了承ください。

会社の業績に影響を与え得る事項の詳細な記載は
「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の「事業等のリスク」にありますので、
ご参照ください。ただし、業績に影響を与え得る要素は「事業等のリスク」に
記載されている事項に限定されるものではないことをご留意ください。

2008年度より、売上原価および販管費の一部の科目を差し引いた
売上高のネット表示（純額表示）を行っています。ただし、従来の表示方法に
よる参考値も「グロス表示」と明記の上、掲載している場合があります。
過去の数字との比較に際してはご注意ください。

【ネット表示への変更に伴い、売上高・売上原価・販管費から控除された項目】
■ ディスプレイ広告における代理店手数料

■ ディスプレイ広告のアド・ネットワークにおけるパートナーサイトへのTAC （Traffic Acquisition Cost）

■ 検索連動型広告におけるパートナーサイトへのTAC（オーバーチュア（株））

■ 決済関連事業における支払手数料（（株）ネットラスト）

本資料・データの無断転用はご遠慮ください。


