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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（2009年4月から2010年3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年度は、世界的な景気低迷の影響が依然
として残り、企業業績や雇用環境が悪化するなど厳し
い状況で推移しまし
たが、当社の連結業
績はサービス開始以
来13期連続で増収
増益を達成すること
ができました。

インターネットの使われ方が大きく進化する
なかで、お客様への価値提供を第一に、ナン
バーワンサービスを追求します。

株主の皆様へ

代表取締役社長

井上 雅博
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広告事業では、リスティング広告が堅調に推移したほ
か、ディスプレイ広告も下期に回復が見られ、Yahoo! 
JAPANトップページに掲載される「ブランドパネル」
の売上も過去最高となるなど、景気低迷の影響を最も
大きく受けた広告市場においても増収を確保するこ
とができました。これまで大きな減少が続いていた、
求人、不動産、金融などの業種からの広告出稿も、年
度後半になって下げ止まりつつあります。（株）電通の
発表によるとテレビ、新聞、雑誌、ラジオの各広告費は
2009年も減少が続きましたが、インターネット広告
費は増加を維持し、その規模も新聞を抜き、テレビに
次ぐものとなりました。ヤフーにおいても「インタレ
ストマッチ（興味関心連動型広告）」や「行動ターゲティ
ング広告」など、インターネット特有の付加価値をつ
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けた広告商品が広告主に認められ、浸透してきており、
今後もさらなる成長が見込めるものと思います。

広告以外の事業では、「Yahoo!ショッピング」の取
扱高が前年度比2桁の伸びとなり、過去最高となりま
した。購入される商品の単価は下がりましたが、利用
者数や利用回数などの増加が上回りました。Eコマー
ス（電子商取引）の市場は今後も大きく拡大が見込ま
れています。今後個人消費が持ち直し、単価の減少が
落ち着けば、さらに伸びが加速すると思います。

2009年4月には、さらなる成長を図るとともに効
率的な組織体制を実現するため、大幅な組織変更を行
いました。まず、これまで別々の組織だったサービス
企画と営業を一体化し、ユーザー数やページビュー数
などのサービス向上の成果と売上高の両方に責任を
持たせる体制としました。また、従来はサービスごと
の組織に属していた技術開発のエンジニアを全社的
に一つの部署に集約し、技術力の向上、技術視点での
迅速な開発、柔軟なリソース配分を図ることが可能と
なりました。

常に変化するインターネットの世界ですが、特にこ
の数年の変化は大きく、iPhoneを始めとした高機能
なスマートフォンの登場なども、インターネットの利
用を量的にも質的にも大きく進化させるものであり
ます。今後はインターネットの利用がパソコン中心か
らスマートフォンなどのモバイル端末中心に移行し
ていくものと考えます。ヤフーでは、こうしたインター
ネットの使われ方の進化への対応を、最重点課題の
ひとつとして掲げ、取り組んでいます。新技術や新し
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いアイデアの創出に注力し、重点分野へ開発リソース
を振り分け、スピード重視で対応していきます。もち
ろん、お客様に価値あるサービスを提供することを第
一として、収益性の向上も図り、今後もナンバーワン
サービスを追求してまいります。

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
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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

当期純利益

（単位：百万円）

項　目
前　期

2008年4月1日〜
2009年3月31日

当　期
2009年4月1日〜
2010年3月31日

増減率

売上高 265,754 279,856 5.3%

売上原価 ※1 27,807 32,645 17.4%

売上総利益 237,946 247,211 3.9%

販売費及び一般管理費 103,328 103,385 0.1%

営業利益 134,618 143,825 6.8%

営業外損益 ※2 ▲ 1,705 ▲ 464  —

経常利益 132,912 143,360 7.9%

特別損益 ※3 ▲ 6,537 ▲ 2,684  —

法人税等 51,660 57,152  —

当期純利益 74,715 83,523 11.8%

※1

※2

※3

　2,798億円

　1,438億円

　1,433億円

　835億円

（前期比　5.3％増）

（前期比　6.8%増）

（前期比　7.9%増）

（前期比 11.8%増）

連結決算について
2009年度通期

	 売上原価
売上原価が前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、受取利息および為替差益です。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、のれんの減損損失および投資有価証券評価損です。

なお、販売費及び一般管理費につきましては、7ページに概要を記載してお
ります。
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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
前　期

2008年4月1日〜
2009年3月31日

当　期
2009年4月1日〜
2010年3月31日

増減率

人件費 ※1 26,060 30,348 16.5%

業務委託費 ※2 15,555 12,792 ▲ 17.8%

通信費 9,480 9,399 ▲ 0.8%

減価償却費 ※3 10,922 8,950 ▲ 18.1%

ロイヤルティ 7,865 8,059 2.5%

販売促進費 5,163 7,253 40.5%

情報提供料 6,207 6,778 9.2%

賃借料・水道光熱費 ※4 7,083 6,163 ▲ 13.0%

販売手数料 4,302 4,308 0.1%

維持管理費 2,239 2,326 3.9%

租税公課 1,027 1,482 44.3%

広告宣伝費 1,159 1,164 0.5%

のれん償却額 673 926 37.5%

貸倒引当金繰入額 795 674 ▲ 15.2%

支払手数料 910 556 ▲ 38.9%

その他 3,883 2,198 ▲ 43.4%

販売費及び一般管理費 103,328 103,385 0.1%

	 人件費
当グループの従業員数は、4,882名と前期末と比べて283名増加（6.2％増）
しました。   

	 業務委託費
業務委託費が前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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当期の期末配当金につきましては、連結当期純利益が前年比
11.8％増の835億円と高い伸びを確保でき、今後の成長のため
の投資に充当する内部留保を確保してもなお配当性向を向上さ
せることが可能となったため、連結当期純利益の20％を配当性
向の目処とし、前年比で約2.2倍の１株当たり288円（配当金総
額は167億円）とさせていただきました。
配当金のお受け取りに関しましては、同封の「期末配当金領収
証」により、2010年6月10日から2010年7月12日までに最寄
りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますよう
お願い申し上げます。
なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および

「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご
査収ください。「期末配当金領収証」により配当金をお受け取り
になられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封しておりま
すので、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご活用くだ
さい。

セグメント別の売上高・営業利益の推移

当期の配当金について

(単位：億円)

広告事業

ビジネス
サービス事業

パーソナル
サービス事業

消去又は全社

合　計

売上高

前期 当期 増減率

1,388 1,413 1.8%

545 642 17.8%

726 753 3.7%

▲ 3 ▲ 11 —

2,657 2,798 5.3%

営業利益

前期 当期 増減率

734 816 11.1%

207 220 6.0%

527 529 0.3%

▲ 123 ▲ 127 —

1,346 1,438 6.8%

 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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（単位：百万円）

項　目
前期末
2009年

3月31日現在

当期末
2010年

3月31日現在
増減率

流動資産 91,390 203,342 122.5%

固定資産 ※1 220,160 214,920 ▲ 2.4%

流動負債 ※2 64,713 105,569 63.1%

固定負債 ※3 10,367 419 ▲ 96.0%

純資産 236,469 312,273 32.1%

総資産 311,551 418,262 34.3%

自己資本比率	= 74.0%

	 固定資産
有形固定資産は、設備投資の効率化により、取得による増加を減価償却等
による減少が上回ったため、前期末と比べ20億円減少しました。

ソフトウェアは、取得等による増加があったものの、主に減価償却により
前期末と比べ21億円減少しました。

のれんは、子会社株式の取得による増加があったものの、主に償却や減損
により前期末と比べ15億円減少しました。

投資有価証券は減損等による減少があったものの、主に時価の上昇によ
り前期末と比べ21億円増加しました。

	 流動負債
主にリスティング広告の売上増加に伴う原価の増加により、買掛金が21億円
増加しました。

前期はソフトバンクIDCソリューションズ（株）の合併の影響による法人税等
の減少がありましたが、当期はその影響がなく、この結果、未払法人税等が
438億円増加しました。

	 固定負債
返済により、前期末と比べて長期借入金が100億円減少しました。

※1

※2

※3

連結貸借対照表の概要
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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年度 2009年度

フリーキャッシュ・フロー

1,400

878

338

1,327

▲539

▲73

（単位：百万円）

項　目
前　期

2008年4月1日〜
2009年3月31日

当　期
2009年4月1日〜
2010年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー ※1 87,805 140,095

投資活動によるキャッシュ・フロー ※2 ▲ 53,946 ▲ 7,356

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 109,923 ▲ 31,381

※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

	 営業活動によるキャッシュ・フロー
当期の営業活動においては、主に利益の計上により1,400億円の収入と
なりました。

	 投資活動によるキャッシュ・フロー
当期の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
により、73億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1,013億円となり、現金及び
現金同等物の当期末残高は1,382億円（前期末比273.7％増）となりま
した。

※1

※2

連結キャッシュ・フロー計算書の概要
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Yahoo! JAPANのさまざまなサービスの
利用状況に応じて、ポイントアップや人気
宿泊施設の無料宿泊券プレゼントなどの
特典が利用できる「スタークラブ」を開始。

「Yahoo!ショッピング」においては、Yahoo! JAPANの各サービスで利用で
きる「Yahoo!ポイント」の獲得倍率アップキャンペーンや限定セールの開
催など、利用の拡大に努めました。

日本国内でも利用者が急増するコミュニケーショ
ンネットワークサービス「Twitter」を利用した販
売促進活動を開始。「Yahoo!ショッピング」上の気
になる商品や関連ニュースなどを紹介するキャラ
クターたちが活躍中で、合わせて約25万人にフォ
ロー（登録）されています。3月には「Twitter」と連
動したキャンペーンも実施し、多くの利用者を集め
ました。

3月下旬には大規模な販促キャンペーンと
して、最大で通常の30倍の「Yahoo!ポイン
ト」が獲得できるキャンペーンを開催。こ
れに合わせ、Yahoo! JAPAN上でキャン
ペーンの訴求を行うとともに、テレビCM
による広告宣伝も展開しました。

福岡ソフトバンクホークスがパ・
リーグ公式戦で勝つと、時間帯限
定でボーナスポイントがもらえる
キャンペーンなど、モバイル限定
キャンペーンを実施しています。

2009年度の「Yahoo!ショッピング」は、取引拡大のため、さ
まざまな取り組みを行い、年間のショッピング関連取扱高は前
年比12.9％増の2,493億円と過去最高になりました。

特典プログラム「スタークラブ」を活用した利用拡大施策

Twitter（ツイッター）を利用した販売促進

テレビCMを活用した販売促進

モバイル限定キャンペーンの実施

F o c u s 1
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1月に西武池袋本店と
開催した「人気グルメ
＆スイーツお取り寄
せ市」では、来場者数・
売上ともに予想を大
きく上回る大成功を
収めました。

また、3月からはセブン＆アイ・ホールディングスと共同
で「お取り寄せグルメ選手権」を開催しています。これは、
デマンドチェーン・マネジメントのモデルとして新たに
始動させる画期的な取り組みとなります。

※デマンドチェーン・マネジメントとは消費者のニーズに合っ
た商品開発や生産・流通の最適化を図る経営手法のこと。

Yahoo!	JAPANは、今後も引き続き、インターネットを介し
た流通活動の促進と利便性の向上を推進してまいります。

さらなる取引拡大のための新たな取り組み

1 消費におけるネットとリアルの新しい融合

2 淘宝網（タオバオ・ドットコム）との戦略的提携
中国№1のｅコマースサイト「淘宝網」と日本と中国との間
の円滑な取引の実現に向けた提携を開始します。今後は、
双方の利用者が普段と変わらない方法で双方の優れた商
品を購入できるほか、販売会社も両サイトを通じて双方の
市場へ販路を拡大することができるようになります。
これにより世界最大のオンライン
ショッピング市場
を構築します。
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iPhone向け
Yahoo! JAPAN

さらにつかいやすくなった
F o c u s 2

あらかじめ設定した自分の最
新情報が一目でわかります。

ウェブ検索はもちろん、画像
やブログなど、検索メニュー
も選べます。

位置情報を取得し、今いる場
所や履歴から地図、路線、グル
メ情報を調べられます。

利用頻度の高いサービスやお
すすめのコンテンツが上部に
配置され、手軽にアクセスで
きます。

365日24時間更新の「Yahoo!
ニュース」から、注目の記事を
パソコン版と同じボリューム
で掲載します。

メール・天気・占い

検索

現在地の情報

Yahoo!サービス

ニューストピックス

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1



おなじみ「Yahoo!オークショ
ン」で商品の検索、入札、マ
イ・オークションの管理がで
きます。

iPhoneカメラに写った英数
字を認識して、「英和辞書を引
く」「ウェブを検索」「メモする」
ことができます。

芸能人、テレビ、スポーツな
どのジャンルの、最近の話題
を掲載しています。

スクロール地図、地点の詳細
情報、GPS現在地測位、住所・
郵便番号検索など機能が満
載です。

お子さまがiPhoneを利用
する際、最初に表示される
インターネットの入り口を

「Yahoo!きっず」にできます。

時刻表データに対応した経路
探索やGPSを使った最寄り
駅検索機能など、お出かけ時
に便利です。

最新のミュージックPV、アニ
メ、グラビア、お笑いなどの
動画を、高画質でお楽しみい
ただけます。

14

Apple、Appleのロゴは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。 iPhoneはApple Inc.の商標です。
iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

iPhoneで使える
Yahoo! JAPANのアプリケーション

（2010年4月30日現在）

iPhone版Yahoo! JAPAN
のトップページを中心に、各
サービスの主要機能がひとつ
のアプリになりました。

Yahoo! JAPAN

Yahoo!動画

Yahoo!路線情報

Yahoo!きっず

ヤフオク

Yahoo!地図

チエビジョン

翻訳ルーペ
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2009年11月発行の株主通信にてお願いしましたア
ンケートでは、6,840名の株主の皆様からご回答いた
だきました。ご協力をいただきまして、誠にありがとう
ございました。アンケートの結果およびお寄せいただ
いたご意見、ご要望などについてご報告申し上げます。

アンケート結果のご報告

アンケート結果

30歳未満 1％無回答 9％
30歳代 5％

1年未満 6％
2年未満 8％

3年未満 14％

無回答 7％

3年以上 65％

40歳代 6％

50歳代 12％

60歳代 33％

70歳代 27％

80歳代〜 7％

 年齢構成比

 当社株式の保有期間

 興味を持たれた記事は何ですか？

株主の皆様へ
フォーカス

連結決算について
Y!オークション
組織・株式情報

会社沿革

2,340

1,427

3,318

1,379

980

698

0 1,000 2,000 3,000 4,000（件）

（複数選択）
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非常に満足 9％

やや満足 51％

無回答 10％

不満 9％

やや不満 21％

貴社は業績も良いのに株価が低迷しています。株価上昇の足
がかりを願います。

今後の会社の向かおうとする方向性とビジョンを明確に示す
様に進めてほしい。

景気低迷の折ではあるが、益々技術開発・経営に努力されたい。

多くの利益をあげているのだから、配当をもっと増やして欲しい。
その事により個人株主も増え、さらなる成長が望めると思う。

株価対策をやって欲しい。配当が少なすぎる。分割は‥？

配当性向の向上に期待します。

会社は元気を出して無駄をはぶき、利益を上げろ。頑張れ！

（60歳代　女性）

（50歳代　男性）

（80歳代　男性）

（50歳代　男性）

（60歳代　男性）

（30歳代　女性）

（60歳代　男性）

貴重なご意見を多数いただきまして、ありがとうございました。

 当社のIR（投資家向け広報）活動への満足度

 当社の事業内容や業績に関する情報の入手方法は？

 お寄せいただいたご意見・ご要望

当社ホームページ
株主通信

インターネット
新聞・雑誌
株式情報誌
証券会社
その他

1,159

1,651

2,685

3,178

1,552

1,013

206

0 1,000 2,000 3,000 4,000（件）

（複数選択）
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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
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

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 （2010年3月31日時点）
（単体） 3,644名 ／ （連結） 4,882名

役員・組織図（2010年4月1日現在）
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発行済株式の総数 株主数

 所有者別分布状況

 主要株主一覧

58,118,909株 172,157名

IRサイトのご案内

金融商品取引業者 0.3％
（157,916株）

国内法人 42.3％
（24,578,904株）

※自己株式を除く

外国法人等 44.6％
（25,882,147株）

個人・その他 7.2％
（4,149,736株）

金融機関 5.6％
（3,246,251株）

当社では、Web上で「IR関連情報」を公開しており、常に最新の情報を
ご覧いただくことができます。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。 

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

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

株主名 持株数（株） 持株比率

ソフトバンク（株） 22,435,064 38.7%

ヤフー・インク 20,215,408 34.8%

SBBM（株） 1,925,809 3.3%

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 959,634 1.7%

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 767,487 1.3%

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口９） 518,574 0.9%

ザ　チェース　マンハッタン　バンク　385036 367,629 0.6%

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト
カンパニー 325,884 0.6%

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　—　ジャス
ディック　ノン　トリーティー　アカウント 196,126 0.3%

オーディー05オムニバスチャイナトリーティ
808150 184,701 0.3%

株式情報（2010年3月31日現在）
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