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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。
また、平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。

ここに、2009年度第2四
半期（2009年4月から2009
年9月）の株主通信をお届け
いたします。株主の皆様の当
社に対するご理解を深めて
いただく一助となれば幸い
です。

さて2009年度第2四半期
は、国内経済にようやく明る
い兆しが見えてきたものの
本格的な回復にはほど遠く、
依然として厳しい状況が続
きましたが、当社の連結業績

世の中が活性化するよう
な元気なサービスを提供
し続けます。

代表取締役社長　井上雅博



2

は前年同期比で引き続き増収増益を達成することが
できました。

広告事業では、一部の業種において大手広告主の広
告出稿が前年同期に比べて大きく減少しましたが、こ
れまで広告を控えてきた業種からの出稿も回復しつ
つあるほか、新商品の「インタレストマッチ」の売上が
拡大するなどリスティング広告の売上は増加してい
ます。ターゲティング広告もさまざまな業種で活用さ
れるようになり、自動車や飲料・嗜好品、官公庁など
において広告出稿が伸びました。インターネット広告
の強みは、細分化されたターゲティング機能を持って
いることであり、それが既存の広告メディアに比べて
優位な点です。ターゲティングの技術を応用した広告
商品は、まだまだこれからも進化していきますし、ヤ
フーとしてもさらにこの分野の技術開発に力を入れ
ていきます。インターネット広告に対するニーズは今
後も多様化していくと考えられますので、ヤフーはこ
のニーズに確実に応えていきたいと思います。

広告以外の事業では、「Yahoo!ショッピング」の取
扱高が大きく拡大し売上が伸びました。「Yahoo!オー
クション」では景気低迷の影響を受け落札単価の下落
が続き、全体の取扱高は減少しましたが、モバイル経
由の取引は引き続き拡大しています。また、個人向け
サービスにおいては、「Yahoo!プレミアム」の売上が
拡大しており、今後も付加価値や利便性をさらに高め
ていきたいと思います。
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9月からGyaO!の新サービスがスタートしました。
GyaO!はもともと25億円の赤字を出していた会社で
したが、ヤフーの子会社とした後に収益性を向上させ
るべく、ビジネスモデルを刷新したほか、映像配信シ
ステムなどを大幅に改善しました。GyaO!が行うのは、
配信、広告、課金システムのプラットフォームの提供
であり、映像の権利者に適正にお金が支払われる仕組
みの構築です。映像作品の再生産ができる仕組みを
整えないと誰も次の作品を作ってくれません。逆に、
正規の映像作品を見たい人が手軽にきちんと見るこ
とができるようになれば、違法なものは消えていくと
考えます。これからもテレビ局などと連携して映像配
信ビジネスの規模拡大に取り組んでいきます。

ヤフーでは中長期戦略として、「ソーシャルメディ
ア化」、「Everywhere化」、「地域・生活圏情報の充実」、

「オープン化」の4つの柱を掲げていますが、この4つ
の柱がそれぞれ確実にインターネット業界全体でも
起こり始めています。iPhoneなどのスマートフォン
が普及したり、テレビがインターネットにつながった
りとEverywhere化もますます進んでいます。また、
地域・生活圏情報の重要性もさらに増しています。昨
今では人々のライフスタイルが多様化し、例えば多く
の人が同じ時間に同じテレビ番組を見るということも
少なくなり、個人個人が見たい時に見たいコンテンツ
や情報をインターネットで見るようになってきていま
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す。インターネットへの接触時間が増えることにより、
利用者の個々の生活に密着した便利な情報をいかに
提供できるかがますます重要になってきます。情報は
発信者と受信者（利用者）の双方に価値があってこそ
意味があり、インターネット上の広告やサービスにお
いても、その情報が価値あるものとなるためには、本
当にその情報が必要な人にきちんと届くようにする
必要があります。一般に消費行動において情報こそが
行動を決定する際の最も重要な要素です。IT技術をコ
アとするヤフーは、生活のあらゆる場面で使っていた
だける「ライフエンジン」を目指して、世の中が活性化
するような元気なサービスを提供し続けたいと思い
ます。

株主の皆様には今後とも格別のご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

井上　雅博　（いのうえ・まさひろ）

1957年  2月12日生まれ
1979年  4月 （株）ソード電算機システム入社
1987年 11月 （株）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

P R O F I L E
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Focus（フォーカス）

2009年9月7日に、無料映像配信サイト「GyaO!」、有料
映像販売サイト「GyaO!ストア」を公開いたしました。

インターネットで初めて無料配
信する映画や海外のドラマ、国内
のアニメ、音楽など、約1,300番
組（※）を提供。
ワーナー・ブラザーズの「Warner 
TV」や吉本興業の「よしもと爆笑
セレクション」など、多数の人気
コンテンツを揃えています。

「フジテレビ On Demand」や「TBSオンデマンド」、「テレ朝
動画」などのテレビ局ブランドのほか、「東映アニメ」などが出

店し、テレビドラマや
映画、アニメ、音楽な
ど、約1,400番組（※）
を販売。

「GyaO! Presented by Yahoo! JAPAN」

「GyaO!ストア Presented by Yahoo! JAPAN」

※2009年9月現在

※2009年9月現在
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通信回線の共同利用によるコストの抑制や、映像作品の調達時
ではなく、収益が出た段階でそれを権利者側に分配する「レベ
ニューシェア」方式の採用、投稿動画サイトでは難しい、ナショ
ナルクライアントの広告の獲得などにより、早期の黒字化を目
指してまいります。

映像プレイヤー周りのスペース
に、映像視聴を妨げることなく
多彩な表現でPRが可能となり、
インターネットらしい「双方向
性」を重視した新商品「インタラ
クティブビジョン」を開発しま
した。

新サイトの公開にあたり、各テレビ局より映像作品の提供を受
けたほか、（株）フジテレビジョン、日本テレビ放送網（株）には、
協業関係をいっそう強固なものにするため、（株）GyaOへ出資
をいただいたうえで、業務提携内容の拡充を図っています。そ
のほかのテレビ局につきましても今後さらなる連携の強化を
図ってまいります。

今後ともYahoo! JAPANは、利用者が安心して便利に映像配
信サービスを利用できるよう、また映像の権利者、配信業者、利
用者のバランスが保たれ、それぞれが利益を享受できる安全な
映像配信システム構築のため、努力してまいります。

早期黒字化への取り組み

新広告商品「インタラクティブビジョン」

テレビ局との連携

インタラクティブビジョン
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連結損益計算書の概要

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

（単位：百万円）

項　目 2008年4月1日〜
2008年9月30日

2009年4月1日〜
2009年9月30日 増減率

売上高 131,627 135,678 3.1%

売上原価 ※1 14,044 16,243 15.7%

売上総利益 117,583 119,435 1.6%

販売費及び一般管理費 51,678 50,757 ▲ 1.8%

営業利益 65,905 68,678 4.2%

営業外損益 ※2 ▲ 813 ▲ 427 —

経常利益 65,091 68,250 4.9%

特別損益 ※3 ▲ 538 ▲ 1,325 —

法人税等 27,659 27,620 ▲ 0.1%

四半期純利益 36,894 39,304 6.5%

 売上原価
売上原価が前年同期と比べて増加したのは、ソフトバンクIDCソリューショ
ンズ(株)を吸収合併したことにより、当期からデータセンター事業にかかわ
る原価が発生したことによるものです。

 営業外損益
営業外収益の主なものは、法人税等にかかわる還付加算金および受取利息
です。また、営業外費用の主なものは、持分法による投資損失および支払利
息です。

 特別損益
特別利益の内容は、投資有価証券売却益です。また、特別損失の主なもの
は、のれんの減損損失、投資有価証券評価損、ソフトウエア除却損および持
分変動損失です。

※1

※2

※3

2009年度 第2四半期（4月〜9月）
連結決算について

1,356億円

686億円

682億円

393億円

（前年同期比3.1％増）

（前年同期比4.2％増）

（前年同期比4.9％増）

（前年同期比6.5％増）



8

売上高の推移

利益の推移
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販売費及び一般管理費の概要
（単位：百万円）

項　目 2008年4月1日〜
2008年9月30日

2009年4月1日〜
2009年9月30日 増減率

人件費 ※1 12,655 14,736 16.4%

業務委託費 ※2 8,514 6,382 ▲ 25.0%

通信費 4,522 4,787 5.9%

減価償却費 ※3 4,986 4,374 ▲ 12.3%

ロイヤルティ 3,907 3,906 ▲ 0.0%

情報提供料 2,870 3,544 23.5%

賃借料・水道光熱費 ※4 3,573 3,133 ▲ 12.3%

販売促進費 2,677 3,071 14.7%

販売手数料 2,092 1,886 ▲ 9.8%

維持管理費 1,150 1,172 1.9%

租税公課 599 801 33.7%

のれん償却額 429 501 16.8%

支払手数料 443 498 12.4%

広告宣伝費 622 440 ▲ 29.1%

貸倒引当金繰入額 387 321 ▲ 17.1%

その他 2,245 1,198 ▲ 46.6%

販売費及び一般管理費 51,678 50,757 ▲ 1.8%

 人件費
当グループの従業員数は、4,940名と前年同期末と比べて685名増加

（16.1%増）しました。

 業務委託費
業務委託費が前年同期と比べて減少したのは、保守・運用および開発等の業
務の効率化を推進した結果、外部委託業務が減少したことによるものです。

 減価償却費
減価償却費が前年同期と比べて減少したのは、主に設備投資の効率化によ
り取得資産が減少したことによるものです。

 賃借料・水道光熱費
賃借料・水道光熱費が前年同期と比べて減少したのは、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するなど、効率化を図った
ことによるものです。

※1

※2

※3

※4
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経費の徹底的な見なおし

昨年からの急速な景気低迷を機に、不要なコストを排除し財務
体質をより筋肉質なものとするべく、グループ全体で経費の見
なおしに取り組んでおります。ソフトバンクIDCソリューショ
ンズ（株）の吸収合併や（株）GyaOの子会社化などによる諸経費
の純増分があったものの、これを含めても、販売費及び一般管
理費の総額を、9.2億円減少させました。（2008年4月〜9月比）
一方で、技術開発など、当グループが今後も成長する為の投資
については引き続き行ってまいります。

引き続き高い利益率を維持

引き続き不透明な経済状況が続いているなか、不要なコストの
排除なども寄与し、高い利益率を維持しています。

これまでの主な経費見なおしの成果

業務委託費：2008年4月〜9月と比べて21億円減少
減価償却費：2008年4月〜9月と比べて6億円減少
賃借料・水道光熱費：2008年4月〜9月と比べて4億円減少

また、上記のほか、旅費交通費の見なおし、会議資料などの
コピー削減、事務用品費の節約など、グループ全体で経費
の徹底的な見なおしを行っております。
今後につきましても上記取り組みを継続していくほか、各
種サービスの一元化を推進するなど、事業の効率化を図る
ことでより一層の収益拡大を目指します。

50.6% 50.3%

売上高営業利益率
（2009年4月〜9月）

売上高経常利益率
（2009年4月〜9月）
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パーソナルサービス事業

セグメント別の売上高・営業利益の構成比
（2009年4月〜9月） 

	 広告事業：主にインターネット広告による売上
	 ビジネスサービス事業：主に広告以外の法人向けビジネスによる売上
	 パーソナルサービス事業：主に個人向けビジネスによる売上
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27.6%

23.2%

49.6%

38.0%

16.3% 55.0%

※消去又は全社を除く

売上高
1,356億円

営業利益
686億円
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（単位：百万円）

項　目 2008年
9月30日現在

2009年
9月30日現在 増減率

流動資産 127,314 143,931 13.1%

固定資産 ※1 203,674 215,575 5.8%

流動負債 ※2 82,405 89,773 8.9%

固定負債 ※3 20,092 320 ▲ 98.4%

純資産 228,490 269,413 17.9%

総資産 330,988 359,507 8.6%

自己資本比率  = 74.2%

連結貸借対照表の概要

 固定資産
主にソフトバンクIDCソリューションズ(株)を吸収合併したことによる
資産の受け入れにより、前年同期末と比べて有形固定資産が113億円増
加しました。
子会社株式の取得により、前年同期末と比べてのれんが27億円増加しま
した。
投資有価証券は、取得による増加があったものの、時価の下落により前年
同期末と比べ41億円減少しました。
主にソフトバンクIDCソリューションズ(株)を吸収合併したことによる引
継ぎにより、前年同期末と比べて繰延税金資産が21億円増加しました。

 流動負債
主にオーバーチュア(株)の売上増加に伴う原価の増加、およびデータセン
ターにかかわる原価の増加により、前年同期末と比べて買掛金が11億円増加
しました。
課税所得の増加により、前年同期末と比べて未払法人税等が26億円増加し
ました。

 固定負債
返済により、前年同期末と比べて長期借入金が200億円減少しました。

※1

※2

※3
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営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー

2008年 4月～9月 2009年 4月～9月

フリーキャッシュ・フロー

（単位：百万円）

項　目 2008年4月1日〜
2008年9月30日

2009年4月1日〜
2009年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー ※1 39,166 74,625

投資活動によるキャッシュ・フロー ※2 ▲ 6,978 ▲ 4,098

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 68,480 ▲ 18,151

※フリーキャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローを足したものです。

フリーキャッシュ・フロー

連結キャッシュ・フロー計算書の概要

 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動においては、主に利益等の計上により746億円の収入となりま
した。

 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動においては、主に有形固定資産および無形固定資産の取得、定期預金
の預入れにより、40億円の支出となりました。

以上の結果、当期において増加した資金は523億円となり、現金及び現金同
等物の当四半期末残高は892億円（前年同期比16.3％増）となりました。

※1

※2
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「Yahoo!オークション」

「Yahoo!オークション」は日本最
大のオークションサイト。品数も
種類も豊富で、幅広い年代の方に
ご利用いただいています。お気軽
にご参加ください。

ダイレクトドライブ方式
を採用しており、高品位で
純粋な音が楽しめます。

ご覧のようなとても
素晴らしい幹の曲芸
をしています。

高弾道で攻めるZR-800。
プロ・上級者を満足させ
る飛距離と方向性が魅力
です。

を是非ご利用ください
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鉄道模型の中でも非常に人
気の高い商品です。

手軽に文章を作成するなら、お薦めです。

作陶歴4年のアマチュア陶
芸家の方の出品です。

手作りの品を出品されている方もいらっしゃいます。

落札だけではなく出品にも
チャレンジしてみませんか？

※ご紹介しました各商品は、10月中に出品された一例です。
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役員・組織図（2009年9月30日現在）

監査役会 取締役会

取締役COO

代表取締役社長
CEO

メディア事業
統括本部

事業戦略
統括本部

コンシューマ事業
統括本部

BS事業
統括本部

オペレーション
統括本部

R&D
統括本部

業務監査室

内部統制室

Yahoo! JAPAN
研究所

取締役CFO

管理本部

法務本部

経営戦略
本部

SR本部

人事本部

役　員
代表取締役社長・ＣＥＯ 井上 雅博

孫 正義
ジェリー・ヤン
梶川 朗
喜多埜 裕明
𠮷井 伸吾
須江 澄夫
佐野 光生
植村 京子

（ソフトバンク（株）代表取締役社長）

（ヤフー・インク取締役）

（ソフトバンク（株）常勤監査役）

（弁護士）

：
：
：
：
：
：
：
：
：

組織図

従業員数

取 締 役 会 長
取 締 役
取締役・ＣＦＯ
取締役・ＣＯＯ
常 勤 監 査 役
監 査 役
監 査 役
監 査 役

（単体） 3,712名 ／ （連結） 4,940名



18

（弁護士）

発行済株式の総数 株主数

所有者別分布状況

58,110,514株 188,150名

主要株主一覧

株主名

金融商品取引業者	0.31％
（180,293株）

国内法人
42.32％
（24,590,962株）

外国法人等
42.59％
（24,752,578株）

個人・その他	7.96％
（4,623,304株）

金融機関	6.82％
（3,963,377株）

持株数（株） 持株比率

ソフトバンク株式会社

ヤフー・インク

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　
（信託口）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口9）

SBBM株式会社

シービーニューヨーク　オービス
エスアイシーアーヴィー

ザ　チェース　マンハッタン　バンク　
385036

シービーロンドン　リーガルアンドジェネラル　アシュアランス
ペンションズ　マネージメント　リミテッド

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口）

23,796,204 

20,215,408 

1,159,376 

 863,745 

 576,619 

 564,669 

 471,003 

 258,094 

 170,005 

 167,127 

40.9 %

34.8 %

2.0 %

1.5 %

1.0 %

1.0 %

0.8 %

0.4 %

0.3 %

0.3 %

株式情報（2009年9月30日現在）
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1996年 1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

 4月  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

1997年 11月 店頭登録銘柄として株式を公開
1999年 9月 「Yahoo!ショッピング」および「Yahoo!オークション」を開始
2001年 5月 「Yahoo!オークション」の本人確認（有料化）開始
 9月  「Yahoo! BB」の商用サービス開始
2002年 3月 「Yahoo!ウォレット」を開始
 4月 「Yahoo!オークション」のシステム利用料導入開始
 11月 スポンサーサイトの掲載を開始
2003年 6月 「Yahoo!プレミアム」を開始
 10月 東京証券取引所 市場第一部へ上場
2004年 4月 求人情報サイト「Yahoo!リクナビ」を公開
 7月 全国で初めての「インターネット公売」を実施
 8月  情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得
 9月 「Yahoo!ポイント」サービスを開始
2005年 2月  「福岡Yahoo! JAPANドーム」 （通称：ヤフードーム）のネーミン

グライツを取得
 9月 災害時に備えた知識を提供する「Yahoo!災害情報」を公開
2006年 3月  ソフトバンク（株）と携帯電話事業に関する業務提携について合意
 6月  家庭用フィルタリングサービス「Yahoo!あんしんねっと」の提供

を開始
 6月 Yahoo! JAPANの10周年を記念し「Yahoo!基金」を設立
 9月 決済、金融サービスを提供する「Yahoo!ネットバンキング」を公開
 10月 「Yahoo!ケータイ」を開始
2007年 2月  ジャスダック証券取引所に重複上場
 4月 Yahoo! JAPAN研究所を設立
 7月 リサーチ関連子会社が合併しヤフーバリューインサイト（株）となる
 8月 オーバーチュア（株）を子会社化
2008年 1月 Yahoo! JAPAN トップページをフルリニューアル
 4月 （株）アルプス社および（株）ブレイナーを吸収合併
 7月 「Yahoo!カーボンオフセット」開始
 7月  ヤフーカスタマーリレーションズ（株）にてコンタクトセンター業

務を開始
 9月 「インタレストマッチ」を開始
2009年 3月 ソフトバンクIDCソリューションズ（株）を吸収合併
 4月 （株）GyaOを子会社化
 9月 映像配信サービス「GyaO!」を開始
 10月 オーバーチュア（株）を吸収合併

会社沿革
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「情報化月間」の“経済産業大臣賞”を受賞
（2009年10月1日)

「ピンクリボン特集2009」を公開
（2009年9月30日〜11月30日)

「情報セキュリティに関する特集を定期的に企画し、情報
セキュリティ対策の普及啓発に大きく貢献していること」
と「この分野で国内初となるISO15408認証を取得し、我
が国の企業システムにおける情報セキュリティ強化に大
きく貢献したこと」が評価され、受賞となりました。

「情報化月間」とは・・・
経済産業省、内閣府、総務省、財務省、
文部科学省、国土交通省では毎年10月
を情報化月間と定め、全国各地で情報
化に関する展示会、講演会を行うとと
もに、情報化の促進に貢献した個人や
企業を表彰しています。

（一部抜粋:http://www.johogekkan.jp/about/index.html）

ピンクリボン月間に合わせ、10月1日にはYahoo! JAPAN
のトップページをピンク色に飾りました。

「ピンクリボン特集2009」では乳がんの早期発見・早期診
断・早期治療の啓発活動を行うとともに、乳がんと闘いな
がらも力強く生きた川村カオリさんのメッセージを掲載
したほか、多くの
著名人が参加する
チャリティーオー
クションを開催い
たしました。
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株主メモ
決 算 期
定 時 株 主 総 会
株主名簿管理人
同 連 絡 先

公 告 方 法

：
：
：
：

：

毎年3月31日
毎年6月
三菱UFJ信託銀行株式会社
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）
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。

IRサイトのご案内
当社では、Web上で「IR関連情報」として以下のような情
報を公開しています。今後も、株主の皆様への情報開示の
内容を充実し、迅速に開示を行ってまいります。

http://ir.yahoo.co.jp/

最新情報

最新資料

IRリリース
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アンケートへのご協力のお願い
当社は、株主・投資家の皆様に、よりタイムリーで的確な
ディスクロージャーを心がけ、積極的なIR（投資家向け広
報）活動を展開しております。
その活動の一環といたしまして、株主の皆様の声を今後の

「株主通信」に反映させてまいりたいと存じます。
アンケートはがきを同封しておりますので、ご協力くださ
いますようお願い申し上げます。
ご返送いただきます場合は、恐れ入りますが2009年12
月31日までにご返送ください。

　　		当社株式をどれくらい保有されていますか？　　（○はひとつ）
１.１年未満 ２.１年以上２年未満　　
３.２年以上３年未満 ４.３年以上

　　		今回の「株主通信」で、興味を持たれた記事は何ですか？
（○はいくつでも）

１.「株主の皆様へ」 ２.「フォーカス」
３.「連結決算について」 ４.「Yahoo!オークションの紹介」
５.「役員・組織図、株式情報」 ６.「会社沿革」

　　		当社のIR活動への満足度をお聞かせください。　（○はひとつ）
１.非常に満足 ２.やや満足 ３.やや不満 ４.不満

　　		当社の事業内容や業績に関する情報の入手方法は何ですか。
（○はいくつでも）

１.当社ホームページ（IRサイト） ２.株主通信
３.インターネットの情報サイト ４.新聞・雑誌 ５.株式情報誌
６.証券会社 ７.その他

　　		当社のIR活動に対するご意見・ご要望などをお聞かせください。

※アンケートに記載いただいた事項は、当社のIR活動の参考にさせていただ
くものであり、その他の目的に利用するものではありません。

※当社では、株主の皆様のプライバシー保護を重要に考えております。はが
きには、株主様のお名前、ご住所、電話番号等の個人情報を記載されない
ようお願いいたします。

問1

問2

問3

問4

問5




