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第3四半 期 決 算 報告

株主の皆様へ

「過去最高の四半期業績」
ストック収益を積み上げ、
成長をさらに加速
代表取締役会長兼社長 グループ代表

グループ会社の成長に自信を深め、さらに前進
11月に、GMO TECHがマザーズへの上場承認をいただいた
ことにより12月には、当社グループとして8社目の上場企業が
誕生予定です。10月に同市場に新規上場を果たしたGMOリ
サーチに続き、GMOクラウドの東証一部指定替えがありまし
た。当期のグループ会社上場関連ニュースが3回続きました。ま
た来期には、GMOクリックホールディングスが株式交換により、
FXプライムbyＧＭＯに替わり上場を予定しております。
当社がこれまで進めてきた「夢の共有」
と
「不都合がない限り極
限まで権限を分散」
したグループ経営スタイルがスピード感あ
る成長をもたらし、結果として、上場グループ会社数の増加につ
ながっています。強固な財務基盤をベースに、規模が拡大しても
スピード感を損ねることなく、グループシナジーの創出と更なる
成長を加速してまいります。

四半期業績の過去最高を更新、通期目標達成へ
当社グループは現在、
「強いところはより強く」を方針に掲げ、
インターネットインフラ事業において攻めのプロモーション投資
を実施し、インターネット証券事業では技術力強化とコストリー
ダーシップ戦略によるシェア拡大を推進中です。その取り組み
が全体の収益バランスを保ち、持続的成長を続けています。
当第3四半期（7-9月）は、売上高および営業利益・経常利益に
おいて、四半期業績の過去最高を更新しました。累計期間業績
も順調に進捗し、通期目標の変更はありません。

連結業績ダイジェスト（2014年7月1日

2014年9月30日）

▼第3四半期決算のポイント

増収・営業増益、過去最高の四半期業績
当第3四半期

通期予想

売上高
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営業利益

営業利益

3,599

百万円

（前年同四半期比

12.1% 増）
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▼セグメント別の概況（単位百万円、カッコ内は前年同四半期比増減率）
インターネットインフラ事業
売上高

11,515（18.2% 増）

営業利益

1,154（10.1% 減）

インターネット広告・メディア事業
売上高
営業利益

8,467（10.6% 増）
380（14.8% 減）

当四半期のポイント

当四半期のポイント

●全商材No.1シェア継続。115億円の

●スマートフォン向け広告、運用型広告

●新ドメインの積極的なプロモーション

●アドテクへのシフト、自社商材比率向

インターネット証券事業

モバイルエンターテイメント事業

過去最高売上達成。
投資で利益は一時的に減少。

売上高

5,657

営業利益

1,291（10.4% 増）

（9.6% 増）

当四半期のポイント

を中心に2ケタ増収。
上に向け構造改革中。増収・減益。

売上高
営業利益

1,541

（34.3% 増）

△177 （
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）

当四半期のポイント

●相 場変動により取引活発化、増収・ ●売上は引き続き拡大、LINEとの協業
増益。

タイトルが新たな柱に。

●F X年間取引高は2年連続世界1位、 ●完全内製化によりコストコントロール
口座数は2ケタの伸び。

も、四半期黒字化は未達。

クローズアップサマリー
ストック商材を中心に達成見込み
（億円）

通期
業績予想

2014
1-9月

通期予想に対する進捗

売上高

1,050

799.0

76%

営業利益

125

85.6

69%

経常利益

125

84.6

68%

最終利益

55

39.7

72%

▼足元の状況

躍進が続くインターネットインフラ事業
インターネットインフラ事業は、大半がストック収益であり契
約件数の増加とともに収益が積み上がっています。当第3四
半期の売上高は過去最高の115億円（前年比18.2％増）
に
達し、9月末現在の契約件数は554万件を獲得。年間60万
件ペースでの増加を続けています。
当第3四半期実施の新ドメインへのプロモーション投資の効
果も加わり、今後は一層の成長が期待できます。
四半期売上高の推移

（億円）

契約件数の推移

（万件）

前年同四半期比
12.3％増

前年同四半期比
18.2％増

115
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※アクセス
（約27万件）含まず
※セキュリティ海外（約2万件）含まず

グループ上場企業におけるトピックス
GMOリサーチ株式会社《証券コード3695》
2014年10月21日 東証マザーズ新規上場

GMOリサーチは、調査会社や企業
にネットリサーチのインフラを提供
するという、ユニークなビジネスモ
デルを持っています。最先端のイン
ターネット技術を駆使した「マーケ
ティング・ソリューション・プラット
フォーム」の構築・普及でアジアNo.1を目指し、世界のマーケ
ティングの変革を実現していきます。

GMOクラウド株式会社《証券コード3788》
2014年10月23日 東証一部指定替え
2005年の東証マザーズ上場から
9年を経て、同一部への指定替えを
果たしました。GMOインターネット
グ ル ー プ に お け るク ラ ウド ホ ス
ティング事業、セキュリティ事業の中
核として、常に最先端かつ高品質の
ソリューションを提供し続けていきます。

GMOクリックホールディングス株式会社

2015年4月1日 株式交換により東証ジャスダック上場予定
インターネット証券事業におけるグループ内再編として、GMOク
リックホールディングスを完全親会社、FXプライムbyGMOを完
全子会社とする株式交換を2015年4月1日に実施する予定で
す。同日付でGMOクリックホールディングスがジャスダック市場に
上場する予定です。

株式交換前

（～2015/3/31）

株式交換後

（2015/4/1～）

100％

98.4％
上場

76％
上場

100％

株主様向けインフォメーション
1

四半期配当

今回の第3四半期末配当は1株当たり4円を実施させていただきまし
た。2014年の年間配当金は１株当たり16円、配当性向は34.3％
を予定しております。

2

株主優待

6、12月末日において1単元以上所有の株主さまに対し、株主優待関
連書類を郵送にて送付しています
（郵送の目安：6月末→9月下旬／
12月末→3月中 旬）
。下記1～4の 内 容すべてを併 用 いただくと
12,000円相当と大変お得な内容になっております。
１〜４ すべて利用可能

1.おトクなクーポンサイトGMOくまポンギフト券（合計2,000円相当分）
2.GMOクリック証券におけるGMOインターネット株式買付に係る買付手数料
3.GMOクリック証券における売買手数料
4.GMOインターネットグループがご提供する各種サービスのご利用料

※株主優待の申請手続きやより詳しい情報につきましては専用ホーム
ページをご確認ください。▶

3

https://yutai.gmo.jp/

個人投資家さま向けライブ説明会のご案内

個人投資家さま向けの説明会をインターネット
（Ustream）で、
ライブ配信しております。リアルタイム質疑応答や視聴者特典も
ございますので、ぜひご参加ください。
▶ http://ir.gmo.jp

にアクセスし、
「個人投資家さま向けライブ説明会」のメニュー
をクリック。過去の動画をご覧いただけます。

4

お問い合わせ先

⃝株主優待はこちら
（GMOインターネット株主優待窓口）

専用ホームページ
お問い合わせ先

https://yutai.gmo.jp/
03-3461-2222

（受付時間：土日祝祭日及び会社休業日を除く平日10:00～18:00）

⃝株式事務手続きはこちら
（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）

0120-232-711（東京）

0120-094-777（大阪）

⃝上記電話番号がご利用できない場合

03-6701-5000（通話料有料）
（受付時間：土日祝祭日等を除く平日9:00～17:00）

