
株主様向けインフォメーション

今回の第3四半期末配当は1株当たり3円を実施させていただきました。年間
配当金は１株当たり12円となる予定です。

1　四半期配当

1〜5
すべて
利用可能

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

1.おトクなクーポンサイトくまポンギフト券（合計2,000円相当分）

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

5.�〈新設〉GMOとくとくBB優待限定LTEプラン

6、12月末日において1単元以上所有の株主様に対し、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1～5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。

2　株主優待

（受付時間：土日祝祭日等を除く平日9:00～17:00） 

弊社株式・株主番号に関するお問い合わせは三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社まで。�

0120-232-711（東京） 0120-094-777（大阪）

GMOクリック証券への行政処分について

GMOクリック証券株式会社は、金融商品取引法に規定される
「金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分で
ないと認められる状況」に該当するとのことから、2012年
10月12日、関東財務局より、行政処分（業務改善命令）を受
けました。
詳細につきましては、以下をご覧下さい。
https://www.click-sec.com/corp/news/press/20121112-02/

お客様ならびに株主・投資家の皆様にご迷惑とご心配をお掛
けしたことを心よりお詫び申し上げます。当社グループは、今
回の行政処分を真摯に受け止め、深く反省するとともに、一
層の内部管理体制の強化・充実に取り組んでまいります。

ライブ説明会を実施しています。

http://ir.gmo.jp/individual/online-retail_investor/

個人投資家・株主の皆様向けに四半期毎にライブ説明会を実

施しております。第3四半期の状況や今後の成長戦略につきま

して社長の熊谷自らご説明させていただいております。

なお、開催当日はリアルタイムでの質疑応答や視聴者特典も

ございますので、是非ご参加ください。次回の開催は通期決算

発表直後の2月上旬を予定しております。

2012年1月1日 2012年 9月30日

第３四半期決算報告
2012年 12月期

第22期定時株主総会のご案内

2013年3月に22回目の定時株主総会を開催いたします。
前回の定時株主総会では600人の株主様にご出席いただ
き、当社事業をご理解いただけるようなイベントも開催いたし
ました。
今回の株主総会につきましても、引き続き当社の事業や今後
の方向性をご理解いただけるような企画を検討しております。

※株主総会にご参加いただくには、12月末日の当社期末基準日に単元株
以上が記録されている必要がございます。買増手続きの日程等につき
ましては、お取引先の証券会社等（特別口座に記録されている株式は三
菱UFJ信託銀行株式会社）にお問い合わせください。

前回の定時株主総会の様子 各種イベントもご好評いただきました
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代表取締役会長�兼�社長　グループ代表

当第3四半期は、売上高・利益ともに
過去最高を更新。
営業利益は65億円を達成。
成長分野は収益化へ向け
着実に推進してまいります。

株主の皆様へ

▼第3四半期決算のポイント

▼セグメント別の概況（単位百万円、カッコ内は前年同期比増減率）

通期予想当第3四半期

（前期比19.6%増）（前年同期比17.1%増）

営業利益営業利益

（前期比10.2%増）（前年同期比19.7%増）

売上高売上高

68,000百万円54,057百万円

9,000百万円6,584百万円

損益の変動要因
広告代理が39.6％の大幅増収、アドテク
ノロジー強化により増益

損益の変動要因
「Gゲー」への積極投資を継続

損益の変動要因
世界的なFX取引高の減少あるも増収・
増益を確保

損益の変動要因
契約件数の拡大とNo.1商材間のシナ
ジーで増収・増益

当四半期のポイント
●�スマートフォン関連および純広告・リス
ティング広告が好調
●�「JWordスマートフォンキーワード」の
ヤフー検索リンクを開始

当四半期のポイント
●��「Gゲー」は10月末現在1,840万会
員、年間目標を前倒しで実現
●��「くまポン」が開始23ヶ月で単月黒字
達成

当四半期のポイント
●�拡大戦略を継続、FXシェア1位・ネット
証券シェア3位を維持
●�FXプライムの公開買付けを終了。第4
四半期より連結化。

当四半期のポイント
●�ドメイン取得は「.com/.net」シェアで
世界TOP10にランクイン
●�レンタルサーバーは国内シェア
53.8％を獲得、他の商材も好調

インターネットメディア事業WEBインフラ・EC事業

ソーシャル・スマートフォン関連事業インターネット証券事業

19,587

2,04111,688

22,111
1,561

△1,5343,266

3,228
（22.5%増）

（60.7%増）（5.2%増）

（24.2%増）

（31.1%増）

（——）（1.0%増）

（40.5%増）
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売上高
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営業利益営業利益

営業利益

連結業績ダイジェスト（2012年1月1日　　2012年9月30日）

第3四半期業績の過去最高を更新し、増収・増益

当第3四半期の営業状況は、WEBインフラ・EC事業とインターネットメ
ディア事業の拡大が牽引し、順調に推移しました。インターネット証券事業
は、世界的なFX取引高の減少を受け、7－9月は落ち込んだものの、引き
続きシェアを維持しています。ソーシャル・スマートフォン関連事業では、
共同購入型クーポンサイト「くまポン」が単月黒字化を果たし、投資フェー
ズから収益化フェーズへの移行が進みつつあります。
これらの結果、売上高・利益ともに第3四半期連結業績（累計）における過
去最高を更新する形で、増収・増益を遂げました。

インフラ商材と広告が好調、成長分野は収益化へ向け加速

WEBインフラ・EC事業は、全インフラ商材でNo.1を獲得したことで、商
材間のシナジーが高まっており、加えて、前第2四半期におけるクラウド
サービスへの投資が収益貢献に転じ、着実に成長しています。また、イン
ターネットメディア事業は、スマートフォンの普及が追い風となり、スマー
トフォン関連および純広告・リスティング広告が大幅に伸びています。
一方、成長分野では「くまポン」の単月黒字化で、投資フェーズにあるのは

「Gゲー」を残すのみとなりました。その「Gゲー」も、年内に1,800万人と
いう会員数目標を2ヵ月前倒しで達成するとともに、7月からマネタイズタ
イトルを投入し、収益化への歩みを着実に進めています。

エンジニア人財の採用を強化し、成長を加速

当社グループは現在、全セグメントで顧客基盤を拡大し、ストック型ビジネ
スによる安定成長を実現しています。来期からは「Gゲー」の収益貢献が
加わるなど、さらなる成長加速が見込まれます。当社グループは、エンジニ
ア人財の採用をより強化し、強みである技術力をさらに拡充していくこと
で、この成長性をより高め、インターネットの可能性を拡げてまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご支援を賜りますようお願
い申し上げます。

▼業績予想に対する進捗率
（単位：億円）
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業績予想 実績75%

通期目標達成に向け順調に進捗

62%

79%

73%

74%

ソーシャル・スマートフォン関連事業

「Ｇゲー」会員数は足元2，000万人を達成
2012年1月に
200万人でスター
トした「Gゲー」会員
数は、10月に年内
目標の1,800万人
をクリア。全世界で
１日12～13万人
のペースで拡大中
です。今後はマネタ
イズタイトルの投
入を加速します。
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WEBインフラ・EC事業

契約件数が堅調に推移し顧客基盤が拡大
WEBインフラ事業
は、2011年7月の
株式会社デジロッ
ク子会社化を機に
契約件数を飛躍的
に拡大。特にドメイ
ン、サーバー、決済
が牽引役となって
おり、この1年間で
は17％の増加を
示しています。

前年同期比

426万件

17%増加

▼足元の状況
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の方向性をご理解いただけるような企画を検討しております。

※株主総会にご参加いただくには、12月末日の当社期末基準日に単元株
以上が記録されている必要がございます。買増手続きの日程等につき
ましては、お取引先の証券会社等（特別口座に記録されている株式は三
菱UFJ信託銀行株式会社）にお問い合わせください。

前回の定時株主総会の様子 各種イベントもご好評いただきました
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株主様向けインフォメーション

今回の第3四半期末配当は1株当たり3円を実施させていただきました。年間
配当金は１株当たり12円となる予定です。

1　四半期配当

1〜5
すべて
利用可能

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

1.おトクなクーポンサイトくまポンギフト券（合計2,000円相当分）

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

5.�〈新設〉GMOとくとくBB優待限定LTEプラン

6、12月末日において1単元以上所有の株主様に対し、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1～5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。

2　株主優待

（受付時間：土日祝祭日等を除く平日9:00～17:00） 

弊社株式・株主番号に関するお問い合わせは三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社まで。�

0120-232-711（東京） 0120-094-777（大阪）

GMOクリック証券への行政処分について

GMOクリック証券株式会社は、金融商品取引法に規定される
「金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分で
ないと認められる状況」に該当するとのことから、2012年
10月12日、関東財務局より、行政処分（業務改善命令）を受
けました。
詳細につきましては、以下をご覧下さい。
https://www.click-sec.com/corp/news/press/20121112-02/

お客様ならびに株主・投資家の皆様にご迷惑とご心配をお掛
けしたことを心よりお詫び申し上げます。当社グループは、今
回の行政処分を真摯に受け止め、深く反省するとともに、一
層の内部管理体制の強化・充実に取り組んでまいります。

ライブ説明会を実施しています。

http://ir.gmo.jp/individual/online-retail_investor/

個人投資家・株主の皆様向けに四半期毎にライブ説明会を実

施しております。第3四半期の状況や今後の成長戦略につきま

して社長の熊谷自らご説明させていただいております。

なお、開催当日はリアルタイムでの質疑応答や視聴者特典も

ございますので、是非ご参加ください。次回の開催は通期決算

発表直後の2月上旬を予定しております。

2012年1月1日 2012年 9月30日

第３四半期決算報告
2012年 12月期

第22期定時株主総会のご案内
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