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株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2011年度第1四半期におきましては、東日本大震災
の影響により大手広告主の一部で広告出稿が減少し
ま たが グ広告 ゲ 関連 ビましたが、リスティング広告、ゲーム関連サービス、
データセンター関連の売上が拡大したほか、「Yahoo!
ショッピング」においても、スマートフォンを中心にモバイ
ル経由の取扱高が大きく伸びたことなどにより売上が増ル経由の取扱高が大きく伸びたことなどにより売上が増
加しました。また、販売促進費は増加しましたが、通信
費が減少し、当四半期は売上、利益ともに前年同四半
期比で増加しました期比で増加しました。

当四半期においても、引き続き、震災の復興支援とし
て募金活動などに取り組んでいるほか、電力需要の
ピ クに向けた情報提供などにも努めておりますピークに向けた情報提供などにも努めております。

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。

代表取締役社長 井上 雅博代表取締役社長 井上 雅博
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株主通信（Web版）について株主通信（ 版） て

株主通信に掲載された画像をクリックしていただきますと、サービス等のページ
が開きますが開きます。

【10ページの場合】

ここをクリック
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http://loco.yahoo.co.jp/guide/taiken/keep.html


サービスをすぐにご利用いただけます。
（サ ビスによっては Yahoo! JAPAN IDの登録が必要なものもございます）（サービスによっては、Yahoo! JAPAN IDの登録が必要なものもございます）

ぜひ、お試しください。

ここをクリック
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http://feature.loco.yahoo.co.jp/keep/meiten/


2011年度第1四半期（4～6月）
業績総括

震災の影響が残るものの、リスティング広告を中心に売上高、

業績総括

震災の影響が残るものの、リスティング広告を中心に売上高、
利益ともに前年同四半期比で増加しました。
*2010年度中にリサーチ事業を（株）マクロミルに移管したこと、および（株）ニューズウォッチ株式を売却した
ことにより 売上高が前年同四半期比で約12億円減少する等の影響が発生しましたがことにより、売上高が前年同四半期比で約12億円減少する等の影響が発生しましたが、

利益に与える影響は軽微でした。

単位：億円

2010年度
第1四半期

2011年度
第1四半期

前年
同四半期比

売上高 705 718 1.9%増

営業利益 376 388 3.3%増営業利 3 6 388 3 3%増

経常利益 375 392 4.6%増

四半期純利益 216 233 7 6%増四半期純利益 216 233 7.6%増
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705 718
（億円）

コンシューマ事業705 ンシ 事業

ＢＳ事業

376 388

メディア事業

売上高 営業利益 売上高 営業利益

2010年 4月～6月 2011年 4月～6月
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2011年度第1四半期（4～6月）
メディア事業

■ 広告会社経由リスティング広告
（検索連動型広告「スポンサードサーチ」・興味関心連動型広告「インタレストマッチ」）

メディア事業

- 震災の影響もあり金融セクター等の売上が減少しましたが、
ファッション・アクセサリーやインターネット情報関連企業からの出稿が拡大しました。
成長率は鈍化したものの、前年同四半期比で売上高が増加しました。長

■ ディスプレイ広告

- 売上高は前年同四半期比でほぼ横ばいとなりました。
インタ ネ ト情報関連企業や化粧品等のセクタ は好調に推移したもののインターネット情報関連企業や化粧品等のセクターは好調に推移したものの、
震災の影響により自動車関連やエンターテイメント系ソフト、飲料・嗜好品等の
セクターの売上が減少したことにより、相殺される結果となりました。

*2010年度中にリサーチ事業を（株）マクロミルに移管したことにより、売上高が前年同四半期比で
約11億円減少する等の影響が発生していますが、利益に与える影響は軽微でした。

単位：億円

メディア事業
2010年度
第1四半期

2011年度
第1四半期

前年同四半期比

単位：億円

売上高 256 251 1.9%減

営業利益 130 137 5.2%増
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「「GyaOGyaO!!」」
4月1日より、NHK番組（地上波、BS）の

特別編集映像を配信するNHK「ドキてれ」を
公開しました。
また、TOKYO MXと共同で、上野動物園の
パンダ、シンシンとリーリーの最新情報をテ
レビ、PCだけでなく、iPhone、iPad、Android
などのマルチデバイスで配信しました。

検索連動型広告「スポンサードサーチ」検索連動型広告「スポンサードサーチ」
検索連動型広告「スポンサードサーチ」における、被災

「「Yahoo!Yahoo!映画」映画」
「映画館に行こう！」実行委員会とともに 新作

（2011年7月現在）

検索連動型広告 チ」 け 、被災
地域広告主の広告への「がんばっています東日本」マーク
の表示など、リスティング広告を通じた復興支援を開始し
ました。

「映画館に行こう！」実行委員会とともに、新作
映 画 の 予 告 編 を 一 覧 で 視 聴 で き る ペ ー ジ を
「Yahoo!映画」内に新設しました。

「Yahoo!検索」での表示イメージ

8

http://gyao.yahoo.co.jp/dokitere/
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2011年度第1四半期（4～6月）
BS事業

■ オンライン経由リスティング広告 （検索連動型広告「スポンサードサーチ」・興味関心連動型広告「インタレストマッチ」）

インタ ネット情報関連企業の出稿が拡大し

BS事業

- インターネット情報関連企業の出稿が拡大し、
売上高は前年同四半期比・前四半期比ともに増加しました。

■ データセンター関連収入

- （株）IDCフロンティアのクラウドコンピューティング関連収益が増加しました。
- 震災後、クラウドコンピューティング関連を含めたデータセンター需要が急増したため、

増設を予定しています。

■ 情報掲載料収入

- 日本最大級のジオサービス「Yahoo!ロコ」の提供を開始しました。

「 動産 「 クナビ 売上高が前年 半期比 増加 ま た- 「Yahoo!不動産」、「Yahoo!リクナビ」の売上高が前年同四半期比で増加しました。

単位：億円

BS事業
2010年度
第1四半期

2011年度
第1四半期

前年同四半期比

売上高 184 198 7.6%増

営業利益 88 99 12.2%増
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「「Yahoo!Yahoo!ロコ」ロコ」
地域や生活に関する情報の利用促進とさらなる収益の拡地域や生活に関する情報の利用促進とさらなる収益の拡

大を目指し、 Yahoo! JAPANの地域生活圏情報サービスを
集約した日本最大級のジオサービス「Yahoo!ロコ」を新たに

開始しました。

「ローソンと連携開始」「ローソンと連携開始」
両社のプラ トフォ ム ノウ ウや会員基

「アジアン・フロンティア」（福岡県北九州市）「アジアン・フロンティア」（福岡県北九州市）
急増す 災害対策需 対応ととも 当社両社のプラットフォーム・ノウハウや会員基

盤を活用し、位置情報サービス、ECモール、
スマートフォン向けアプリなどで連携していく
ことを決定しました。

急増する災害対策需要への対応とともに、当社
グループのインフラ基盤強化等を目的として、増設
を決定しました。また、福島県白河市においても、新
たなデータセンターの着工開始を決定しました。

環境対応型データセンターアジアン・フロンティア4号棟完成予想図
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2011年度第1四半期（4～6月）
コンシューマ事業

■ コマース関連（「Yahoo!オークション」・「Yahoo!ショッピング」・有料デジタルコンテンツ）

- 「Yahoo!モバゲー」、「戦国IXA」等のゲーム関連サービスの好調により、有料デジタルコンテンツの

コンシュ マ事業

売上高が前年同四半期比・前四半期比ともに大きく増加しました。

- 「Yahoo!ショッピング」では、震災後に食品、レディースファッション等のカテゴリの取扱高が
減少したものの、地デジ化駆け込みや節電対策商品等への需要による家電カテゴリの売上増加が
寄与し 取扱高が前年同四半期比で増加しました寄与し、取扱高が前年同四半期比で増加しました。

- 「Yahoo!オークション」取扱高は単価上昇により下げ止まりました。自動車・家電カテゴリが好調でした。

- 「Yahoo!オークション」、「Yahoo!ショッピング」ともにスマートフォン経由の取扱高が大きく拡大しました。

- 「Yahoo!オークション」、「Yahoo!ショッピング」の販売促進を活発に行ったため、コンシューマ事業
セグメントの営業利益が前年同四半期比でわずかに減少しました。

■ 会員サービス収入

- 2011年6月末のプレミアム会員ID数は772万IDとなりました。
また「Yahoo!パートナー」、「Yahoo!お見合い」も好調です。

単位：億円

コンシューマ事業
2010年度
第1四半期

2011年度
第1四半期

前年同四半期比

売上高 262 268 2 0%増売上高 262 268 2.0%増

営業利益 176 175 0.8%減

11



「「 「戦「戦「「Yahoo!Yahoo!モバゲー」モバゲー」 「戦国「戦国IXAIXA」」
人気ゲームでのイベント開催などにより利用者数が増加し、

「Yahoo!モバゲー」の利用者数が400万人を突破、「戦国IXA」
の登録ユーザー数も50万人を突破しました。

「「Yahoo!Yahoo!ショッピング」ショッピング」「「Yahoo!Yahoo!コミック」コミック」
ジ ンプマンガの配信を開始した 「Yahoo!ポイント」と連

携し高単価商品の取扱
高増加に努めたほか、ス
マートフォンを含むモバイ

ジャンプマンガの配信を開始した
ほか、プレミアム会員向けに人気コ
ミックの無料ダウンロードサービスを
実施しました。

ル向けに、モバイル限定
のボーナスポイントキャン
ペーンなどの販促企画を
強化しました。
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復興支援への取り組み

「東日本大震災写真保存プロジェクト」「東日本大震災写真保存プロジェクト」
東日本大震災で失われる前の街並みや風景、震災直後の

様子など震災の記録を写真でのこす「東日本大震災写真保存
プロジェクト」に、２万枚以上の写真をお寄せいただきました。

「「 MUSIC OF HOPE MUSIC OF HOPE 」」
「GyaO!」において、MTV Networks Japan(株)と

ともに、国内外の有名アーティストからの応援メッ
セージ映像や特別ライブ映像の配信などを行うセ ジ映像や特別ライブ映像の配信などを行う
「MUSIC OF HOPE」を公開しました。「ピンポイント募金案内」「ピンポイント募金案内」

募金者が複数のNPO団
体の中から寄付先を指定し
て募金を行うことができる「ピて募金を行うことができる ピ
ンポイント募金案内」を公開
しました。
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http://archive.shinsai.yahoo.co.jp/
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「東北物産展」「東北物産展」
「Yahoo!ショッピング」において、東北地方の商

品購入を通して復興を応援する「東北物産展」
を公開しました。

「電力需要のピークに向けた情報提供」「電力需要のピークに向けた情報提供」
「電力使用状況メーター」や「電気予報」の提供、

「月刊節電ガイド」や「節電プラン作成ツール」の公開
など、電力需要のピークに向けた情報提供を積極的に
行っています。

Yahoo! JAPANでは、今後も国・自治体、NPO団体などと連携し、被災地域の復興に向けた取り組みを継続いたします。
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http://commerce.yahoo.co.jp/fukkoushien/bussan/
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2011年度第2四半期（7～9月）

業績見通し

広告、ショッピング関連および有料デジタルコンテンツを中心に、
売上高の増加を目指します。

業績見通し

売上高の増加を目指します。

*2010年度中にリサーチ事業を（株）マクロミルに移管したこと、および（株）ニューズウォッチ株式を売却したこと
により、売上高が前年同四半期比で約5億円減少する等の影響を受ける見込みです。

コマ スや有料デジタルコンテンツ関連取扱高拡大のための販売促進費等にeコマースや有料デジタルコンテンツ関連取扱高拡大のための販売促進費等に
つきましては、引き続き積極的に投入する予定です。

単位：億円

年度 年度2010年度
第2四半期

（実績）

2011年度
第2四半期
　（見通し）

売上高売上高 711 714～749

営業利益 384 380～402

経常利益経常利益 385 384～406

四半期純利益 214 227～240

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の業績発表に併せて

翌四半期の業績見通しのみを公表することとしています。
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「「Yahoo!Yahoo!ロコ」ロコ」
サービス開始から約1カ月で累計100万キープ（※）を突破しました。
また、(株)ローソンなど大手企業13社とともに、参画企業の店舗や施設

をオンライン上でキープし、実際にその店舗や施設に来店することで、各
企業から商品や割引券などの特典が得られる「Yahoo!ロコ キープ＆Go!
大特典祭り」をスタート、2011年8月31日まで開催しています。

※ キープとは、お気に入りのお店や施設などの情報を登録すること。キープすることで、外出先でも
すぐに情報を確認できるほか、キープしたお店から、おトクなお知らせがメールで配信されます。

「有料デジタルコンテンツ」「有料デジタルコンテンツ」
「Yahoo!モバゲー」 「戦国IXA」におけるキャンペーン

「「Yahoo!Yahoo!ショッピング」ショッピング」
引き続き 「Yahoo!ポイント」と連携したキャンペーン「Yahoo!モバゲ 」、「戦国IXA」におけるキャンペ ン

の開催など、ゲーム関連サービスを中心にさらなる利用
の拡大に努め、売上の拡大を図ります。

引き続き、「Yahoo!ポイント」と連携したキャンペーン
や季節の販促企画など、積極的な販促活動を展開い
たします。
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スマートフォン版「Yahoo! JAPAN」
の利用拡大の利用拡大

スマートフォン版「Yahoo! JAPAN」
トップページ ページビュー数推移

スマートフォン経由の「Yahoo! JAPAN」
コマース関連取扱高推移

600
震災後に利用が急増し、

その後も高い水準を維持

600

400 400

200 200

（年/月）
0
10/6 9 12 11/3 6

0

* 2010年6月を100として算出。
* アプリを利用した一部アクセスを含まない。

10/6 9 12 11/3 6 10/1Q 2Q 3Q 4Q 11/1Q
* 2010年月度第1四半期を100として算出。
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新しいスマートフォン用アプリも続々登場!!

「「Yahoo!Yahoo!ショッピング」ショッピング」
日本最大級のインターネットショッピングモール日本最大級のインタ ネットショッピングモ ル

「Yahoo!ショッピング」のiPhone公式アプリです。
商品の検索やポイントキャンペーンのお知らせなど、
お買い物を便利にする機能が満載です！

「「Yahoo!Yahoo!ファイナンス」ファイナンス」
iPhone、Android向けに、投資・マネーの総合

サイト「Yahoo!ファイナンス」からワンランク

「電気予報」「電気予報」
東京電力管轄の地域にお住まいの方、同地域に

ご旅行などを計画している方に、Yahoo! JAPAN
ト プペ ジや 節電 停電に関するペ ジで掲上の株価情報アプリ「Yahoo!ファイナンス 株価

チェック」が登場しました。

トップページや、節電・停電に関するページで掲
載している「電気予報」を確認いただけるアプリ
です。
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2011年度第1四半期損益計算書

2011年度 2010年度
前年同四半期比

2011年度
第1四半期

2010年度
第1四半期

売上高 （億円） 718 705 1.9 %

売上原価

前年同四半期比

売上原価 （億円） 67 76 -11.0 %

売上総利益 （億円） 650 628 3.5 %

販管費 （億円） 262 252 3 9 %販管費 （億円） 262 252 3.9 %

営業利益 （億円） 388 376 3.3 %

経常利益 （億円） 392 375 4 6 %経常利益 （億円） 392 375 4.6 %

四半期純利益 （億円） 233 216 7.6 %

完全希薄化後 EPS（円） 401 372 7 7 %完全希薄化後 EPS（円） 401 372 7.7 %
完全希薄化後株式数
（万株）　* 5,800 5,806 -0.1 %

* 完全希薄化後株式数は自己株式を除いています。
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四半期売上高の推移

（億円）

600
コンシューマ
事業

400 BS事業

200
メディア事業

00

09/7-9 10-12 10/1-3 4-6 7-9 10-12 11/1-3 4-6
■ 2010年4-6月より、報告セグメントを「メディア事業」「BS事業」「コンシューマ事業」に変更しています。

尚、2009年度のセグメント別売上高の数値は遡及修正による概算です。
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販管費構成推移

単位：億円

11/1Q 構成比 10/1Q
前年同四半期比

増減率

人件費 84 32.2% 79 5.8%

業務委託費 35 13.7% 32 11.0%

販売促進費 25 9.8% 15 65.7%

保守・運用にかかわる費用の増加

「Yahoo!ツールバー」等による販売促進費 25 9.8% 15 65.7%

ロイヤルティ 20 7.9% 20 1.4%

減価償却費 20 7.7% 19 4.1%

賃借料･水道光熱費 16 6 3% 15 5 2%

「Yahoo!ツ ルバ 」等による
検索サービスの利用促進に
かかわる費用や「Yahoo!ポイント」
の費用が増加

賃借料 水道光熱費 16 6.3% 15 5.2%

情報提供料 14 5.5% 16 -11.7%

通信費 14 5.4% 22 -37.8%

販売手数料 11 4 2% 10 5 1%

データセンターの自己保有により
運用体制が効率化

販売手数料 11 4.2% 10 5.1%

維持管理費 5 2.1% 5 6.4%

広告宣伝費 4 1.5% 2 62.9%

租税公課 2 1 1% 3 -16 6%租税公課 2 1.1% 3 16.6%

什器備品費 1 0.6% 0 148.5%

支払報酬 1 0.5% 1 13.4%

その他 3 1 4% 6 -41 8%その他 3 1.4% 6 -41.8%

販管費合計 262 100.0% 252 3.9%
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四半期利益の推移

営業利益 経常利益 売上高営業利益率 売上高経常利益率

2011年度第1四半期

（億円）

60%

70%

400 

2011年度第1四半期
売上高営業利益率 ： 54 %
売上高経常利益率 ： 55 %

50%

60%

300 

30%

40%

200

20%

30%

100

200 

10%

100 

0%0 

7-9 10-12 10/1-3 4-6 7-9 10-12 11/1-3 4-6
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2011年度第1四半期貸借対照表

主な科目 2011年6月末 2010年6月末 増減 主な増減要因

＜資産の部＞
流動資産 2 375 1 879 496

単位：億円

営業活動による増加流動資産 2,375 1,879 496
    現金及び預金 1,752 1,032 720
    その他 265 474 -208
固定資産 2,205 2,168 36
    有形固定資産 300 278 21

営業活動による増加

前期に受けた法人税の更正処分にかかわる
ソフトバンク（株）に対する未収入金が減少

（株）IDCフロンティアに対する法人税の更正

    無形固定資産 113 143 -30
    投資有価証券 424 1,607 -1,183
　　長期未収入金 1,226 - 1,226
資産の部合計 4,580 4,048 532

BBモバイル（株）株式をソフトバンク（株）に売却

処分に伴うのれんの減額修正

＜負債の部＞
流動負債 654 857 -203
　 未払金 139 121 17
　 未払法人税等 133 376 -242
固定負債 26 24 2

ソフトバンクIDCソリューションズ（株）を合併
した取引にかかわる更正処分による、
前年度における追徴税額の支払い

固定負債 26 24 2
負債の部合計 680 881 -200

＜純資産の部＞
株主資本 3,861 3,125 736

資本金 79 75 4   資本金 79 75 4
   資本剰余金 30 26 4
   利益剰余金 3,807 3,054 753
その他の包括利益累計額 8 12 -3
少数株主持分 22 23 -0少数株主持分 22 23 0
純資産の部合計 3,899 3,166 733

負債純資産合計 4,580 4,048 532
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2011年度第1四半期キャッシュ・フロー

単位：億円
       主な項目 2011年4-6月 主な増減要因

営業活動によるキ シ フロ 80営業活動によるキャッシュ・フロー 80

税金等調整前四半期純利益 392

減価償却費 23

売 債権

税引前四半期純利益の計上

売上債権 34

その他流動資産・負債 -33

法人税等の支払 -332

投資活動によるキャッシュ・フロー -30

有形固定資産の取得 -25

無形固定資産の取得 5

サーバー等設備の取得

無形固定資産の取得 -5

財務活動によるキャッシュ・フロー -184

配当金の支払額 -184

キャッシュ・フロー増減額 -134

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末に比べ720億円増加し、
1,732億円となりました。
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組織図（単体ベース）

監査役会 取締役会 代表取締役 社長
CEO  

取締役 COO
代表取締役

取締役 CFO

CSO CCO CTO  CIO  

メディア事業
統括本部（493）

BS事業
統括本部(358）

取締役 COO

R&D統括本部
(1,863) 

代表取締役
CEO   

管理本部

取締役 CFO    

コンシューマ事業
統括本部(292)

広告本部

メディアサービス
本部

BS本部

地域サービス
本部

フロントエンド
開発1本部

SR本部

法務本部

ECオペレーション
本部

EC企画本部 フロントエンド
開発2本部

エリア本部 プラットフォーム
開発本部

人事本部

ビジネス開発

ID決済サービス
本部

開発2本部

事業戦略
統括本部(117)

COO室 運用技術本部
業務監査室

編集本部 経営戦略本部
ビジネス開発

本部オペレーション
統括本部(446）

PS本部 情報システム本部 内部統制室

業務監査室

Yahoo! JAPAN 

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

研究所
*CIO Chief Incubation Officer 

2011年7月1日現在

IDC本部
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主なグループ企業

メディア事業
統括本部

BS事業
統括本部

コンシューマ事業
統括本部

オペレーション
統括本部

ワイズ・スポーツ
（株）

ファーストサーバ

（株）IDC
フロンティア

ワイズ・インシュ
アランス（株）

（株）ネ ト ト

ヤフーカスタマー
リレーションズ（株）

（株）

（株）インディバル

ファ ストサ バ
（株） （株）ネットラスト（株）GyaO

バリューコマース
（株） （株）Eストアー

（株）クレオ

事業戦略
統括本部

R&D
統括本部オリコンDD（株）

（株）クラシファイド

（株）たびゲーター （株）シリウス
テクノロジ ズ

（株）マクロミル

フォートラベル（株） （株）
オールアバウト

JWord（株）

テクノロジーズ

フィードパス（株）

単体従業員数 人

子会社

持分法適用会社

JWord（株）

単体従業員数 3,876人
連結従業員数 5,052人 （2011年6月末現在）

持分法適用会社
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第16回定時株主総会のご報告

2011年6月23日に、東京国際フォーラムにて、

当社の第16回定時株主総会を開催いたしました当社の第16回定時株主総会を開催いたしました。

当日は、多くの株主の皆様にご来場いただきました。

代表取締役社長の井上が議長となり 映像を用いて事業報代表取締役社長の井上が議長となり、映像を用いて事業報
告および計算書類の概要のご報告を行い、決議事項の内容
をご説明した後、当社の今後の成長戦略について、社長の
井上よりプレゼンテーションいたしました。

また、質疑応答ではご出席いただいた株主の皆様より、業
績や今後の成長戦略、非常時の事業継続などに関しまして、
ご質問・ご意見を頂戴いたしました。

最後に決議事項の採決が行われ、原案通りに承認可決され
ました。

定時株主総会でご報告・ご説明いたしましたYahoo! JAPANの2010年度の事業報告定時株主総会で 報告 説明いたしました の 年度の事業報告
および今後の成長戦略を、動画でご覧いただけます。是非、ご覧下さい。

2010年度の事業報告はこちら 成長戦略はこちら
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株式事務のご案内

決 算 期 ： 毎年3月31日
定時株主総会 ： 毎年6月定時株 総会 毎年 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〒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）

○住所・姓名のご変更について○住所・姓名のご変更について
お取引の証券会社にてお手続きください。

○未払配当金のお受け取りについて○未払配当金のお受け取りについて
株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。
なお、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）

○配当金のお受け取り方法を「口座振込」にすると、受け取り忘れや受け取りの手間が省けて便利です。
配当金の受取方法には、「配当金領収証」による方法と「口座振込」による方法があります。
「口座振込」を利用される場合は お取引の証券会社にお問い合わせください「口座振込」を利用される場合は、お取引の証券会社にお問い合わせください。
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決算のより詳しい内容をご覧になりたい方は、
「平成24年3月期 第1四半期決算短信」をご覧ください「平成24年3月期 第1四半期決算短信」をご覧ください。
http://ir.yahoo.co.jp/jp/archives/gaikyo/

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24年3月期 第1四半期決算短信」の「事業等のリスク」に
ありますので、ご参照ください。但し、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。な を 留意 さ 。

本資料・データの無断転用はご遠慮ください。

決算説明会が動画でご覧いただけます

2011年7月22日に行いました決算説明会の模様をIRサイトにてご覧いただけます。
当社代表取締役社長 井上雅博による業績説明のほか 質疑応答もご覧いただけます当社代表取締役社長 井上雅博による業績説明のほか、質疑応答もご覧いただけます。
（日本語／英語 対応）

http://irstreaming.yahoo.co.jp/20111q/
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当グル プのW b上のIR情報は 以下のURLをご参照ください当グループのWeb上のIR情報は、以下のURLをご参照ください。

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