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⃝株主優待はこちら
　（GMOインターネット株式会社　株主優待事務局） 

当日は平日にも係らず多くの株主の皆様にご来場いただき、誠にあり
がとうございました。今後は例年のように土日開催を実施し、多くの株
主の皆様にご参加いただけるような株主総会を目指してまいります。

株主総会レポート 定時株主総会開催のご報告
2017年5月10日（水）、セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷
区）において、第26期定時株主総会を開催しました。

議案	 取締役（監査等委員であるものを除く。）
	 15名選任の件

この結果、当期の役員構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長 兼
社長 グループ代表 熊谷　正寿

取締役副社長 安田　昌史
取締役副社長 西山　裕之
取締役副社長 相浦　一成
専務取締役 伊藤　正
専務取締役 山下　浩史
常務取締役 堀内　敏明
常務取締役 有澤　克己
取締役 新井　輝洋

取締役 佐藤　健太郎
取締役 児玉　公宏
取締役 野村　正光
取締役 中條　一郎
取締役 橋口　誠
取締役 福井　敦子
取締役（監査等委員） 武藤　昌弘
取締役（監査等委員） 小倉　啓吾
取締役（監査等委員） 郡司掛　孝
取締役（監査等委員） 増田　要

2017年1月1日

2017年3月31日

第 1 四 半期決算報告
2017年 12月期

2017年5月10日（水）、当社第26期定時株主総会を東京都渋谷区
セルリアンタワー東急ホテルにて開催いたしました。
本総会は、GMOアドパートナーズの前期決算における子会社売上の
不正計上を調査し、決算を確定するため、この日に開催を延期したも
のです。株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこ
とをお詫び申し上げます。

10:30 開場

11:00
株主総会開始
グループ代表の熊谷が議長と
なり議事を進行いたしました。

11:22
質疑応答　7名
議案及び株主総会開催が遅
れた点、来年開業するネット
銀行や仮想通貨に関しての
ご質問を頂戴し、熊谷より回
答させていただきました。

12:07
採決
上程された全議案に対し、原
案通り承認いただきました。

12:10
役員挨拶
役員一人一人から、
直接株主の皆様に
ご挨拶させていただきました。

12:20 閉会
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インターネットインフラ事業が好調、全体では増収減益

当第1四半期は、インターネットインフラ事業が最高業績となる
も、インターネット金融事業が市況の影響もあり低調に推移した
ことから、全体では増収減益となりました。
インターネットインフラ事業は、全インフラ商材において増収し、
CtoCハンドメイドマーケット「minne」、「.shop」への成長投資を行
いながらも過去最高益を更新するなど、好調に推移しています。また
新gTLD「.shop」の契約件数は、足もとで20万件を突破しました。
インターネット広告・メディア事業は、売上が横ばいにとどまる中で、
GMOアドパートナーズの前期売上訂正を取り込んだ影響により減益
となりました。引き続き、自社商材の開発・販売に注力してまいります。
インターネット証券事業は、金融・決済領域の拡大を見据え「イン
ターネット金融事業」に名称変更しました。当第1四半期は減収
減益となりましたが、参入準備を進めてきたインターネット銀行
が2018年の開業に向けて着実に進展し、また2017年5月か
らは仮想通貨関連事業「Z.comコイン byGMO」のサービスを
開始するなど、新たな事業展開を加速しています。
当第１四半期は金融事業の影響により、やや低調なスタートとな
りましたが、足元は収益率の改善に加え、インフラ事業も好調で
す。また将来にむけての投資を継続し、持続的成長につなげてま
いります。株主の皆様におかれましては、長期的なご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

当社グループは仮想通貨関連事業に参入し、2017年5月
31日より新サ ービス「Z.comコイン byGMO（以下、
Z.comコイン）」の提供を開始しました。

「仮想通貨FX」は、ビットコインによる店頭証拠金取引を
24時間365日、通常のFX同様にレバレッジを効かせて提
供します。「仮想通貨売買」は、いつでも手軽に仮想通貨を
日本円で購入・売却できるサービスです。取り扱い通貨は
ビットコインから開始し、順次対象を拡げていく予定です。
これまで培ってきたインターネット証券事業やセキュリティ
事業のノウハウを活かし、信頼性の高い安全な取引環境を
確立した、リーズナブルで利便性の高いNo.1サービスを
提供していきます。

新たな事業展開を
通じて、さらなる
社会価値を提供

株主の皆様へ 連結業績ダイジェスト クローズアップサマリー（2017年1月1日　	2017年3月31日）

▼株主還元

▼金融・決済領域の拡大

▼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）

インターネット広告・メディア事業インターネットインフラ事業

モバイルエンターテイメント事業インターネット金融事業

11,572（		0.6%増）売上高

299 （56.7%減）売上高5,578（17.2%減）売上高

19,727（28.7%増）売上高

255（43.2%減）営業利益

△81 （　—　	）営業利益1,221（41.2%減）営業利益

2,151（54.7%増）営業利益

当四半期のポイント
●	売上は広告が好調ながらメディアの
既存商材が減少し、横ばい

●	広告事業のモメンタムは好転も、売
上訂正の影響（230百万円）で減益

当四半期のポイント
●	既存タイトルが配信開始から経年、新
作リリースなく売上減

●	コストコントロールの継続強化により、
赤字幅は対前年で縮小

当四半期のポイント
●	低収益通貨ペアの取引増で収益率が
一時的に低下

●	2月をボトムに収益性は改善し、足元
は復調

当四半期のポイント
●	対前年28.7％増の売上成長、顧客基
盤を拡大し増収

●	戦略投資を行いながら、対前年54.7％
増益、過去最高益を更新

四半期配当：前年同四半期同額の1株当たり5円を実施

（単位：円） １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 配当総額

2017年
（実績） 5 — — — 5

2017年
（予想） 5 6 6 6 23

代表取締役会長兼社長　グループ代表

熊谷	正寿

▼第1四半期決算のポイント
インフラ最高益更新なるも、金融低迷により微減益

仮想通貨分野に参入！「Z.comコイン」がスタート

通期予想当第1四半期

（前期比11.7%増）（前年同四半期比3.3%減）

営業利益営業利益

（前期比7.4%増）（前年同四半期比8.6%増）

売上高売上高

145,000百万円36,040百万円

19,000百万円3,537百万円

2017年5月31日提供開始

・レバレッジ5倍
・24時間365日

仮想通貨 FX 仮想通貨売買

・日本円での売買
・	売買・出金	
手数料無料
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（受付時間：土日祝祭日等を除く平日9:00～17:00） 

⃝上記電話番号がご利用できない場合

（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） 

専用ホームページ https://yutai.gmo.jp/

お問い合わせ先 03-3461-2222

⃝株主優待はこちら
　（GMOインターネット株式会社　株主優待事務局） 

当日は平日にも係らず多くの株主の皆様にご来場いただき、誠にあり
がとうございました。今後は例年のように土日開催を実施し、多くの株
主の皆様にご参加いただけるような株主総会を目指してまいります。

株主総会レポート 定時株主総会開催のご報告
2017年5月10日（水）、セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷
区）において、第26期定時株主総会を開催しました。

議案	 取締役（監査等委員であるものを除く。）
	 15名選任の件

この結果、当期の役員構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長 兼
社長 グループ代表 熊谷　正寿

取締役副社長 安田　昌史
取締役副社長 西山　裕之
取締役副社長 相浦　一成
専務取締役 伊藤　正
専務取締役 山下　浩史
常務取締役 堀内　敏明
常務取締役 有澤　克己
取締役 新井　輝洋

取締役 佐藤　健太郎
取締役 児玉　公宏
取締役 野村　正光
取締役 中條　一郎
取締役 橋口　誠
取締役 福井　敦子
取締役（監査等委員） 武藤　昌弘
取締役（監査等委員） 小倉　啓吾
取締役（監査等委員） 郡司掛　孝
取締役（監査等委員） 増田　要

2017年1月1日

2017年3月31日

第 1 四 半期決算報告
2017年 12月期

2017年5月10日（水）、当社第26期定時株主総会を東京都渋谷区
セルリアンタワー東急ホテルにて開催いたしました。
本総会は、GMOアドパートナーズの前期決算における子会社売上の
不正計上を調査し、決算を確定するため、この日に開催を延期したも
のです。株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこ
とをお詫び申し上げます。

10:30 開場

11:00
株主総会開始
グループ代表の熊谷が議長と
なり議事を進行いたしました。

11:22
質疑応答　7名
議案及び株主総会開催が遅
れた点、来年開業するネット
銀行や仮想通貨に関しての
ご質問を頂戴し、熊谷より回
答させていただきました。

12:07
採決
上程された全議案に対し、原
案通り承認いただきました。

12:10
役員挨拶
役員一人一人から、
直接株主の皆様に
ご挨拶させていただきました。

12:20 閉会
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