株主様向けインフォメーション

グループ全体の企業価値拡大を目指して
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GMOインターネットグループは、連結102社
（うち、当社を含む
上場企業10社）
、約6,000名のパートナー（従業員）
からなる東
証1部上場企業グループです。1995年に事業開始以来、
「すべ
ての人にインターネット」
をコーポレートキャッチに、インターネッ
トインフラ・金融サービスを中核にグループシナジーを創出しな
がら成長してまいりました。今期はグループ10社目となるGMO
フィナンシャルゲート株式会社が東証マザーズへの上場を果た
し、私どもが展開する事業が各領域ごとにご評価いただけるよう
になってまいりました。これもひとえに、サービスをご利用いただ
くお客様、お支えいただく株主の皆様のおかげと心から感謝し、
これからもグループ全体の企業価値拡大に努め、インターネット
がもたらす未来、新しい価値を創造してまいります。

▼ 期初方針に基づき6.2円の配当

詳細はこちらからご確認ください。

https://gmo-fg.com/
社名
変更
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
（証券コード：3788）

GMOクラウド株式会社は、2020年9月1日付で
「GMOグローバル
サイン・ホールディングス株式会社」
に商号変更いたします。同社は世
界有数の電子認証局
「グローバルサイン」
ブランドを通じてSSLなど
のセキュリティサービスを展開しております。商号をブランド名と統一
することで、国内・グローバルにおける認知度の向上を図り、安心・安
全なインターネットの利用環境を支えてまいります。
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株主優待

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1～4の内容すべてを併用いただく
と12,100円相当と大変お得な内容になっております。

GMOフィナンシャルゲート株式会社
（証券コード：4051）
2020年7月15日 東証マザーズ新規上場

2020年7月15日、GMOフィナンシャルゲート株式会社が東京証券取
引所マザーズ市場へ新規上場しました。同社はオンライン決済の総合
サービスを提供するGMOペイメントゲートウェイ株式会社
（東証1部：
3769）
のグループ会社として、
リアル店舗向け決済端末や自動販売機
や発券機に組込まれたキャッシュレス決済端末を提供しています。決済
市場における目まぐるしい技術革新に対応し、安心・安全で利便性の高
い決済環境の構築をリードしてまいりました。近年は、政府主導による
キャッシュレス推進の潮流・新しい生活様式の推進によりキャッシュレス
市場の更なる成長が見込まれます。
今後もキャッシュレスプラットフォー
マーとして、電子マネー決済やQRコード決済等の消費者ニーズに合わ
せた便利で簡単な決済を提供し、利便性向上に貢献してまいります。

（単位：円）

2 0 20年 12 月 期
第2四半期決算報告
2020年1月1日
2020年6月30日

１〜４ すべて利用可能

新規
上場

四半期配当

1.おトクなクーポンサイトGMOくまポンギフト券（合計2,100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手数料CB
3.GMOクリック証券での売買手数料CB
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

「株主優待のご案内」もご覧ください。
詳細につきましては同封の「株主優待のご案内」
に記載の内容をご覧ください。ご利用方法やお
得なサービス等をご紹介しています。
※ログインには「株主番号」
「郵便番号」が必要となります。
株主番号につきましては同封の「配当金計算書」をご参照
ください。または、三菱UFJ信託銀行株式会社
（下記連絡
先ご参照）
でもご案内しております。

※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。▶

https://yutai.gmo.jp/
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お問い合わせ先

⃝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）
専用ホームページ
https://yutai.gmo.jp/
お問い合わせ先
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
042-204-0303（通話料有料）
（受付時間：土日祝祭日等を除く平日9:00～17:00）

株主の皆様へ

連結業績ダイジェスト（2020年4月1日

「インターネットを支える

▼第2四半期決算のポイント
売上高

8,137

百万円

熊谷 正寿

ラ事業・金融事業の牽引により、売上高・営業利益および
経常利益において上半期の最高業績を更新しました。

7.4% 増）

百万円

（前年同期比

36.6% 増）

▼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）

売上高・営業利益・経常利益の過去最高を更新
当第2四半期累計期間
（1－6月）の連結業績は、インフ

迅速な在宅勤務体制へのシフトと
事業活動の両立

営業利益

52,800
（前年同期比

インターネットインフラ事業
売上高

33,582（18.1% 増）

営業利益

4,674（30.4% 増）

当四半期のポイント

インフラ事業では、第２四半期に入りコロナの業績面へ

●コロナ禍においても顧客基盤は継続的に拡大
●巣ごもり消費の拡大を受け、
EC支援・決済が大幅増、
最高業績を更新

のプラス影響がより明確に出てまいりました。特に巣ご

インターネット広告・メディア事業

もり消費の拡大を受けたEC・決済、
テレワーク需要の拡
大を受けたアクセスが好調に推移しました。金融事業
は、第1四半期に続き市場のボラティリティ上昇を背景
に好調に推移しました。特にCFDは大幅増となり、FXに
次ぐ第二の収益の柱に育ってまいりました。一方、広告・

売上高

10,742

上となったものの、懸案事項であったマイニング事業の
再構築がこの四半期で完了し、黒字転換が見えてまい
りました。

識するとともに、長期戦が予想される新型コロナとの闘
いを、創業以来25年間続けてきたインターネットの力
で支え、全力で邁進してまいります。

どこよりも早く変化に対応・社会のDX化に貢献
（−）

●コロナの影響による広告市況の悪化を受け、減収減益
●影響の少ない新規広告主の獲得を進めるも補いきれず損失計上に

徹底した安全策
早期から在宅勤務体制へ
（1/27～）
独自のBCP体制

売上高

9,067（21.3% 増）

営業利益

3,813（64.7% 増）

当四半期のポイント

●FXに次ぐ第二の収益の柱としてCFDが大幅増、四半期最高益更新の立役者に
●FX取引高は高水準を維持、国内シェアNo.1奪還

暗号資産事業
売上高

849（59.7% 減）

営業利益

△ 260

民間PCR検査の採用
接触確認アプリ義務化
BCPノウハウの公開

働く環境整備

インターネット金融事業

このようなコロナ禍において「インターネットを支える
インフラ事業者」としての社会的役割の重大さを再認

△ 53

営業利益

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、当社グループで
は、1月下旬から約8割のパートナー（従業員）が在宅勤務
体制にシフトしました。
インターネットインフラサービスを支える事業者として取り
組んできたBCP（事業継続計画）体制が礎となり、安全に迅
速な対応を行うことができました。現在は、徹底した安全策
の実施を前提として、リモートワークの支援制度や在宅勤務
体制になったことで削減となったオフィスの水道光熱費、福
利厚生費をパートナーに還元する制度を導入するなど、働く
環境整備を推進しています。また、社会のDX化（デジタル・
トランスフォーメーション化）の推進に取り組み、電子契約
サービス「GMO電子印鑑Agree」を無償提供するなど、新
しいビジネス様式をサポートしてまいります。

新型コロナへの取組み ～新しいビジネス様式 byGMO～

当四半期のポイント

メディア事業はコロナの影響を受けた広告市況の悪化
を受け、営業損失となりました。暗号資産事業は損失計

（7.2% 減）

クローズアップサマリー
▼新型コロナへのグループの取組み

当第2四半期

インフラ事業者」として

代表取締役会長兼社長 グループ代表

2020年6月30日）

リモートワークの支援制度
オフィスコスト
還元プログラム

オンライン飲み補助
オンライン健康相談

新しいビジネス様式
DX化加速
電子契約を推進し
印鑑の押印を撤廃

オンラインイベント
オンライン会議ルール
オンライン採用

（−）

当四半期のポイント

●マイニング事業は半減期到来で収益率低下も、事業再構築は完了
●交換事業はカバーコストの上昇で、収益率が一時的に低下

新型コロナウイルスに関する取り組みに
ついては、
こちらからご確認ください。

https://www.gmo.jp/coronavirus/
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株主様向けインフォメーション

グループ全体の企業価値拡大を目指して

1

GMOインターネットグループは、連結102社
（うち、当社を含む
上場企業10社）
、約6,000名のパートナー（従業員）
からなる東
証1部上場企業グループです。1995年に事業開始以来、
「すべ
ての人にインターネット」
をコーポレートキャッチに、インターネッ
トインフラ・金融サービスを中核にグループシナジーを創出しな
がら成長してまいりました。今期はグループ10社目となるGMO
フィナンシャルゲート株式会社が東証マザーズへの上場を果た
し、私どもが展開する事業が各領域ごとにご評価いただけるよう
になってまいりました。これもひとえに、サービスをご利用いただ
くお客様、お支えいただく株主の皆様のおかげと心から感謝し、
これからもグループ全体の企業価値拡大に努め、インターネット
がもたらす未来、新しい価値を創造してまいります。

▼ 期初方針に基づき6.2円の配当

詳細はこちらからご確認ください。

https://gmo-fg.com/
社名
変更
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
（証券コード：3788）

GMOクラウド株式会社は、2020年9月1日付で
「GMOグローバル
サイン・ホールディングス株式会社」
に商号変更いたします。同社は世
界有数の電子認証局
「グローバルサイン」
ブランドを通じてSSLなど
のセキュリティサービスを展開しております。商号をブランド名と統一
することで、国内・グローバルにおける認知度の向上を図り、安心・安
全なインターネットの利用環境を支えてまいります。

１Ｑ

２Ｑ

３Ｑ

４Ｑ

配当総額

2020年

6.6

6.2

—

—

12.8

2019年

6

6

7.2

5

24.2

2

株主優待

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1～4の内容すべてを併用いただく
と12,100円相当と大変お得な内容になっております。

GMOフィナンシャルゲート株式会社
（証券コード：4051）
2020年7月15日 東証マザーズ新規上場

2020年7月15日、GMOフィナンシャルゲート株式会社が東京証券取
引所マザーズ市場へ新規上場しました。同社はオンライン決済の総合
サービスを提供するGMOペイメントゲートウェイ株式会社
（東証1部：
3769）
のグループ会社として、
リアル店舗向け決済端末や自動販売機
や発券機に組込まれたキャッシュレス決済端末を提供しています。決済
市場における目まぐるしい技術革新に対応し、安心・安全で利便性の高
い決済環境の構築をリードしてまいりました。近年は、政府主導による
キャッシュレス推進の潮流・新しい生活様式の推進によりキャッシュレス
市場の更なる成長が見込まれます。
今後もキャッシュレスプラットフォー
マーとして、電子マネー決済やQRコード決済等の消費者ニーズに合わ
せた便利で簡単な決済を提供し、利便性向上に貢献してまいります。

（単位：円）

2 0 20年 12 月 期
第2四半期決算報告
2020年1月1日
2020年6月30日

１〜４ すべて利用可能

新規
上場

四半期配当

1.おトクなクーポンサイトGMOくまポンギフト券（合計2,100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手数料CB
3.GMOクリック証券での売買手数料CB
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

「株主優待のご案内」もご覧ください。
詳細につきましては同封の「株主優待のご案内」
に記載の内容をご覧ください。ご利用方法やお
得なサービス等をご紹介しています。
※ログインには「株主番号」
「郵便番号」が必要となります。
株主番号につきましては同封の「配当金計算書」をご参照
ください。または、三菱UFJ信託銀行株式会社
（下記連絡
先ご参照）
でもご案内しております。

※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。▶

https://yutai.gmo.jp/

3

お問い合わせ先

⃝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）
専用ホームページ
https://yutai.gmo.jp/
お問い合わせ先
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
042-204-0303（通話料有料）
（受付時間：土日祝祭日等を除く平日9:00～17:00）
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