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CM好感度調査では『SoftBank』ブランドとして、年間ランキング 
「BRAND OF THE YEAR」においては史上初となる6年連続の首位を獲得。 



Sｏｆｔｂａｎｋと云う名前の由来は 

• 1981年9月に前身「株式会社日本ソフトバン
ク」として設立され、パーソナルコンピュータ用
パッケージソフトの流通事業を開始した。 

 

• 「SOFTBANK （ソフトバンク）」という社名
の由来は、ソフトウェアの流通会社とし
て多種多様なソフトウェアを取り揃える
「ソフトウェアの銀行(バンク)」を目指した
所から来ています。 
 



ＳｏｆｔＢａｎｋのロゴの由来は 

• 2本のラインは「＝（イコール）」、「アン
サー（ANSWER）」を意味します。 

 
• 2本のラインは「＝（イコール）」を象徴
し、日本の情報ネットワークを誰もが
公平に楽しめる世の中を実現する「ア
ンサー（ANSWER）」を導きたい、そん
な願いが込められたシンボルです。 
そして、その答えを導き出すのは、
「＝SoftBank（イコール ソフトバンク）」、
われわれソフトバンク自身でありたい
ということを意味すると同時に、コミュ
ニケーションの双方向性や、 

 インターネットの無限の 
可能性も表現しています。 

 



由来は海援隊→日本郵船の社旗・・ 



今や堂々たる社是を掲げる巨大企業 



ソフトバンク株式会社とは 

• 携帯電話等の電気通信事業者や、インター
ネット関連企業、出版社等を傘下に置く持株
会社。 

• また、プロ野球チーム「福岡ソフトバンクホー
クス」の親会社でもある。 

• 携帯電話通信事業者としては世界3位の売上
高を持つ。 

• 日本の大企業としては非常に強力なトップダ
ウン型経営に特徴がある 
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ソフトバンクの主要事業は 



汐留の本社は威容を誇る 



第32期（2012年3月期）決算数値は 

資本金 2,137億9,700万円 

売上高 
連結：3兆2,024億3,500万
円 
単体：437億円 

営業利益 
連結：6,752億8,300万円 
単体：300億2,600万円 

純利益 
連結： 3,137億5,200万円 
単体：253億3,900万円 

純資産 
連結：1兆4,356億4,000万
円 
単体：4,930億200万円 

総資産 
連結：4兆8,997億500万円 
単体：2兆9,850億7,300万
円 

従業員数 連結：2万2,710人 
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日本企業の株価時価総額 
最終更新日時：2013年9月6日 

順位 名称 時価総額（百万円） 

1 トヨタ自動車 21,412,064 
2 三菱ＵＦＪ 8,682,385 
3 ソフトバンク 7,660,213 
4 ＮＴＴドコモ 7,005,825 
5 ホンダ 6,856,257 
6 日本電信電話 6,840,930 
7 ＪＴ 6,770,000 
8 三井住友 6,448,094 
9 みずほ 5,056,642 

10 日産自動車 4,588,526 



 
2012年3月末現在で連結子会社133社、 

持分法適用関連会社74社。 
 国内移動通信事業 

ソフトバンクモバイル株式会社 
イー･アクセス株式会社 
Wireless City Planning株式会社 
ソフトバンクBB株式会社 
ソフトバンクテレコム株式会社 

ガンホー・オンライン・エンターイメン
ト株式会社 

 
国内固定通信事業 
ソフトバンクテレコム株式会社 
ソフトバンクBB株式会社 
イー･アクセス株式会社 
ヤフー株式会社 

 

その他の事業 
福岡ソフトバンクホークス株式会社、 

福岡ソフトバンクホークスマーケティ
ング株式会社 
アリババ株式会社 
アイティメディア株式会社 
株式会社カービュー 
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 
株式会社ベクター 
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孫正義の生い立ちについて書かれた本は多いが・・ 

 

• 「孫正義・企業の若き獅子」  大
下英治著       講談社     
１９９９年 

• 幻想曲、孫正義とソフトバンクの
過去・今・未来           
児玉博著     日経ＢＰ社     
２００５年 

• 孫正義が語らないソフトバンクの
深層 

  菊池雅志著    光文社 
  ２０１０年 

• 孫正義・働く君たちへ  ソフトバ
ンク新卒Ｌｉｖｅ編集委員会編          
三笠書房     ２０１２年 

 
 

 



 
祖父は韓国から密航（？）来日 

 
• 正義は、１９５７年（昭
和３２年） 安本三憲・
李玉子の４人兄弟の 
次男として、佐賀県鳥
栖市無番地で生まれた。 

• ドブ川が流れる朝鮮人
部落の掘立小屋で、養
豚と密造酒造りの一家
の中で幼少時代を過ご
す。 



やがて父はアルコールの密売とパチンコで財をなす 



孫家の４兄弟は逆境を撥ね退けて育った 



1974・ １５才の夏休み英語研修で渡米 

      在日韓国人の軛からの脱却を決意！ 



異様なまでの変則的な学歴・・・ 

• 「安本正義」は1974年に久留米大学附設高等学
校を半年で中退し、渡米（2月）。 

• 米国ホーリー・ネームズ・カレッジの英語学校
（ELS）に入学。 

• 米国サンフランシスコセラモンテ高等学校の2年
生に編入。高校卒業検定試験に合格したため、
高等学校を3週間で退学（10月）。 

• 翌1975年に米国ホーリー・ネームズ・カレッジに
入学。 

• 1977年にカリフォルニア大学バークレー校経済
学部の3年生に編入、1980年に卒業。 
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雑誌「エレクトロニクス」に載った 
コンピューターチップの拡大写真 



8080回路図の前でインテル創業者達、 
右端がゴードン・ムーア 



バークレー在学中にホン・ルーと起業 
社名「ユニソン・ワールド」 



初仕事となった音声付多国語翻訳機 



日本のインベーダー機をアメリカへ持ち込む 



 
２２歳の時、２才年長の留学生大野優美と結婚 

 
ＳＦ市庁舎で二人きりの結婚式 

 

 

 

 

 

 

 

２年後博多で盛大な披露宴 

 



1981・コンピューター・ソフトウェアに 

    着目して起業（２４才） 

 

 

 

 

 

• 資本金１，０００万円 

• 従業員は孫社長以外にアルバイト２名 



大野市・雑餉隈（ざっしょのくま）が起業の地 





孫の最初のホラ（ヴィジョン？）は・・・ 



１９８１・東京に進出、第２０回エレクトロ
ニクス・ショーに出展 





ゲームソフトの卸売りは順調に伸びた 

• 仕入れはハドソン、ジャ
ストシステム等 

• 売り先は上新電機 

• 販売資金繰りには第一
勧銀麹町支店 

 

• すべての保証人は
シャープの佐々木専務 

 



コンピューター関連雑誌の発行も・・ 



1982・３年間の慢性肝炎との戦い 



セコム副社長・大森康彦の引き抜き 



1986・劇的な大森の解任劇 

     孫は３年で社長に帰り咲いた 



１９８７・フォーバルと組んでＬＣＲ 
      （Least cost routing)で一儲け 



この手法は孫の得意技 

• フォーバルと孫は元々1984年に「NCC BOX」の名
称でLCRに相当する機能を持つ外付けアダプタ
を共同開発しており、フォーバルはこの商品を全
国の中小企業に無料配布してロイヤリティを新
電電から徴収することにより、創業後最速での
店頭公開（現在のジャスダック上場に相当）し、
データベース事業の失敗で借金苦にあえいでい
た日本ソフトバンク（当時）は10億円とも20億円と
も言われるこの商品の売上で経営危機を脱した
という。 
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日本はバブル期に突入していた 



プラザ合意による未曾有の円高 



1988・ソフトバンク・アメリカ設立 

        ネットワーク事業に乗り出す 
 

 

 

 

 

 

 

• 註：M&A：Mergers（合併）and Acquisitions（買収） 

http://www.nihon-ma.co.jp/glossary/005Merger
http://www.nihon-ma.co.jp/glossary/153acquisition


1990・日本に帰化 

• 「安本」という通名を捨て、
「孫」を名乗る 

 

•在日朝鮮人から日本人となる 



1990・ソフトバンク株式会社に社名変更 

    国際社会に躍りだしたのだ！          

日本ソフ
トバンク 

ソフトバンク
株式会社 



1994 ・株式を店頭公開 

 

 

 

 

 

 

 

註：Initial Public Offering：新規株式公開、 



奇しくもこの日・１９９４年７月１６日
パープレイ達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パートナー：ジャストシステム社長 浮川和宣 

         ＮＥＣ常務        高山 由 

 

 



1995・米国ＩＴ界に巨額を注ぎ込んだ 

Ｃｏｍｄｅｘ ８００億円 Ｚｉｆｆ Ｄａｖｉｓ ２３００億円 



1996・Ｙａｈｏｏとの提携に成功 

• 米国Yahoo!社のＮＡＳＤ
ＡＣ公開時に35％の出
資で、筆頭株主となると
同時に、Yahoo! JAPAN
を設立し、60％を握っ
た。 

• Ｙａｈｏｏは世界中Ｙａｈｏ
ｏ．Ｃｏｍだが、日本の
みはＹａｈｏｏ．Ｊｐとなっ
ているのは、ソフトバン
クが握っているから。 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
http://ja.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_JAPAN
http://ja.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_JAPAN


孫正義の先見性と果断の証左 

Ｙａｈｏｏの創始者は 

ジェリー・ヤン（台湾出身） 

とデビッド・ファイロ 

２人とも孫より１０歳若い
スタンフォードの学生だっ
た。 

35％の出資に１００億円

を投じたのは孫の先見性
を余す所なく示している。 

 



２００１・ ブロードバンド事業へ 



無料でＡＤＳＬルーターを配りまくった 



これが孫にとって金の卵となる 



2004・日本テレコムの買収（３，４００億円） 

日本テレコム（現：ソフトバンクテレコム）の買収
を発表。同社発行済み普通株式約1億4,400万
株すべてを取得し、同年7月に完全子会社化。 

 

ソフトバンクグループは連結での売り上げが1
兆円規模の通信事業者となり、両社を合わせ
た回線数は、電話が927万、ISPは576万、ADSL
は464万で、「KDDIを上回る」(ソフトバンク)1大
勢力が形成される。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0


2004・ダイエーホークスの買収（２００億円） 



ドーム球場まで買い取ってしまった 
（２０１２年３月８６０億円） 



2006・ボーダフォン（日本）（１兆７５００億円） 

   携帯電話事業者への仲間入り 



２００８・アップルとの独占提携 



2012・スプリント・ネクステルを子会社化 

 



携帯電話業界では大成功 



結局ソフトバンクの業容とは 

• 始めはパソコンソフトの卸売+ＩＴ関連出版 

 

• ネットバブル期は投資会社 

 

• インターネット・プロバイダー 

 

• 携帯電話による通信事業会社 



ソフトバンクは型破りの会社 

• 急速に巨大会社にのし上がったソフトバンクの特
徴は・・・ 

 
• 孫正義のカリスマ的存在 
• 超合理的な経営思考 
• 大胆なＭ＆Ａ 
• グローバルな発展 
• 社員へのインセンティブ制度による厚遇 
 
因みに孫正義の英語力は・・・・ 
http://youtubelistening.blog116.fc2.com/blog-entry-277.html 





孫正義の成功の足跡は 
１９歳の時点での人生計画通り！？ 



２０１２年日本の大金持ちベスト10 
週刊現代・2012-8-11掲載 

    
  氏名     年齢      年収                      資産            創業企業 
 
1 孫正義（54）  93億9600万円 6800億円  ソフトバンク 
2 柳井正（63）  51億円      4300億円  ユニクロ 
3 岡田和夫（69）36億円          900億円  ユニバーサルＥ 
4 元谷外志雄（69）33億円       2200億円  アパグループ 
5 伊藤雅俊（88）31億8000万円 1200億円  イトーヨーカ堂 
6 斎藤一人（63） 30億円         200億円  銀座まるかん 
7 佐治信忠（66）24億6000万円  2000億円 サントリーＨＤ 
8 里見治（70） 23億6000万円  700億円  セガサミーＨＤ 
9 山田昇（69） 23億5000万円  985億円  ヤマダ電機 
10 重田康光（47）21億2500万円 1000億円  光通信 



3.11大震災に対し１００億円の寄付 
 ( +引退までの役員報酬の全額） 

 





断然他を引き離した圧倒的迫力 

 ソフトバンクの孫正義          １００億円 

 ユニクロの柳井氏               １０億円 

 楽天の三木谷氏              １０億円 

 ＡＫＢ48                    ５億円 

 ＳＭＡＰ                     ４億円 

 イチロー                     １億円 

 

• 赤十字の纏めた義捐金総額４４００億円  



自然エネルギー財団」を、 
１０億円で創設 

 

• http://blogs.yahoo.co.j
p/lovesutojp/9230959.
html 

 

 

http://blogs.yahoo.co.jp/lovesutojp/9230959.html
http://blogs.yahoo.co.jp/lovesutojp/9230959.html
http://blogs.yahoo.co.jp/lovesutojp/9230959.html




６０代に後継者を決める・・・ 



２０１０年での時価総額世界のランキングは２１７位だった。  
３年経った今、１１３位になった。 



 
新たな大ボラ -「世界一の会社になる」 

２０１３年６月２１日 ソフトバンク株主総会にて 
 

• 新たな大ボラを吹いてみたい。 
世界一の会社になる。トップ１０では私の性格にあわ
ない。期限はきっていないが、必ず。利益、キャッシュ
フロー、株主価値などあらゆる面で世界一の会社にな
る。それは企業としての強さの証であり、株主に対す
る責任。 

• 世界一を担った後に人類に何を残せるかが最大の課
題である。ITによって人々のライフスタイルを変える。
人々に感謝され、尊敬されて初めて存在意義ができ
る。情報革命で人々を幸せに。単に数字を追い求め
るのではなく、情報革命で人々を幸せにしたいという
のが我が社の唯一の願い。 
 



夢（ホラ？）は更に拡がって・・・ 



孫の言動は「ホラ」か「ビジョン」か 



ＩＴ界の３巨人は似たもの同士！？ 


