
株主様向けインフォメーショントピックス
株主優待制度が変更となります

2020年1月1日

2020年9月30日

第 3 四 半期決算報告
2020年 12月期

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）。

1　四半期配当

※�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株主優待
申請サイトをご確認ください。▶https://yutai.gmo.jp/

2　株主優待

3　お問い合わせ先

0120-232-711（東京） 0120-094-777（大阪）
⃝株式事務手続きはこちら（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）

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）�

⃝上記電話番号がご利用できない場合

専用ホームページ https://yutai.gmo.jp/
お問い合わせ先 03-3461-2222GMOくまポンギフト券

（合計2,100円相当分） 廃　止

GMOクリック証券における
当社株式買付に係る買付手数料（上限なし） 変更なし

GMOクリック証券における
売買手数料キャッシュバック（5,000円） 変更なし

GMOインターネットグループが提供する
各種サービスのご利用料（5,000円） 変更なし

新　設
金融系サービス（2,100円
相当）を検討中です。詳細に
つきましては追ってご連絡さ
せていただきます。

（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）

優待内容の変更は2021年6月末日を基準日とする株主優待制度
からとなります。変更点は下記のとおりです。
●割当条件
1単元（100株）以上を6ヶ月以上継続保有していることを割当条
件とさせていただきます。
●株主優待の内容
GMOくまポンギフト券（合計2,100円相当分）に替わり、金融系
サービス（2,100円相当）を新設いたします（詳細は検討中です）。
その他の内容につきましては変更はございません。
当社の株主優待制度は、事業内容をご理解していただくこと、中長
期保有していただける株主様を増やすことを目的として実施して
おります。今まで以上の株主の皆様のご支援、ご理解を賜りたく存
じます。

期初方針に基づき7.4円の配当
（単位：円） １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 配当総額

2020年 6.6 6.2 7.4 — 20.2

2019年 6 6 7.2 5 24.2

2020年12月期定時株主総会の運営方針について

2021年3月開催予定の定時株主総会に
つきましては、新型コロナウイルス感染予防
及び拡散防止のため、インターネットによる
ライブ配信を中心とした運営を予定して
おります。事前のご質問の受付など、
新たな株主様との対話の機会とすべく、
インターネットを活用した安全な
ご視聴をいただけるよう環境構築を
進めてまいります。

株主優待制度の変更時期

割当条件

※�2020年12月末日を基準日とする株主優待制度については従前どおり
ご利用いただくことが可能です。

「6ヶ月以上継続保有」とは、基準日（12月末日、6月末日）とその6ヶ月前に、同
じ株主番号で連続して株主名簿に記載または記録されていることが条件となり
ます。2021年6月末日を基準日とする株主優待制度の場合、2020年12月末
日、2021年6月末日の株主名簿に同じ株主番号で連続して記載または記録さ
れていることが必要となります。なお、保有株式を全て売却して買い戻された場
合、証券会社の貸株サービスをご利用されている場合などは、株主番号が変更
となり、割当対象から外れることがあります。

※

2021年 6月末日を基準日とする株主優待制度から

1単元（100株）以上を６ヶ月以上継続保有していること

変更前 変更後
■ 株主優待の内容
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アカウント数

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（2020年7月1日　 2020年9月30日）

▼インターネットインフラ事業

売上高、営業・経常利益が過去最高を更新
当第3四半期累計期間（1－9月）の連結業績は、中核事業で
あるインフラ事業の継続的な成長、また金融事業が上半期
に市場のボラティリティーの高まりを受け好調に推移したこ
とから、売上高、営業・経常利益が最高業績を更新しました。
インフラ事業は、巣ごもり消費・オンライン消費の拡大もあ
り、EC支援・決済・アクセスの各事業の成長が加速してい
ます。コロナ禍において、オンラインの重要性に対する“意
識“が、消費者様・事業者様ともに変わってきているのを感
じています。
金融事業は、FXシェアNo.1拡大に向けたスプレッドの引き
下げにより短期業績は一旦落ち込んでいますが、中長期的
な目線では必要なアクションだと捉えています。また、FX
に次ぐ第二の収益の柱としてCFDが育ってまいりました。
一方、広告・メディア事業は、足元は回復基調にあるもの
の、ネット広告市場全体が低調に推移している影響を受け
ています。また暗号資産事業は、交換事業は好調に推移し
ているものの、マイニングは事業再構築の影響が残ってい
ます。
私たちはこれまでの、インターネットのインフラを複合的
に提供する「あると便利な会社」から、「GMO電子印鑑
Agree」や、GMOあおぞらネット銀行のサービスを通じ、
急速に進む社会のDXを支える「なくてはならない会社」と
しての役割を果たしてまいります。

「あると便利な会社」から
「なくてはならない会社」へ

代表取締役会長兼社長　グループ代表

熊谷 正寿

「GMO電子印鑑Agree」は、契約の締結から管理までをワンス
トップで行えるクラウド型の電子契約サービスです。安全性の高
い電子化・ペーパーレス化を実現し、印紙税や郵送費の削減、契
約手続きの負担軽減によって業務の効率化をもたらす本サー
ビスは、多くのお客様にご支持いただいています。アカウント数
（ご契約数）は、グループを挙げて推進した「さよなら印鑑キャン
ペーン」の奏功により急拡大を果たし、11月には7万件を突破
しています。
12月にはプラン改定を行い、スペック・価格ともに圧倒的No.1の
サービスとなったと自負しております。政府主導による「脱ハンコ」
関連の法整備が進展していくなかで、私どもの「GMO電子印鑑
Agree」が、社会のニーズに応えるサービスとして期待されてい
ます。グループ総力を挙げてお客様がより安心してご利用いただ
ける、安全な電子契約サービスの提供と普及に努めてまいります。

1.プランの一本化
「契約印＆実印プラン」に一本化
「当事者型」「立会人型」の両名の電子署名が使用可能

2.大幅値下げ
月額料金を20,000円から8,800円に56％OFF

3.電子証明書を1枚標準提供
1枚8,000円/年の費用が必要だった電子証明書を標準提供

▼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

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

32,815（15.0%増）売上高

11,385 （0.6%増）売上高

6,540（17.8%減）売上高

1,666 （6.0%増）売上高

4,017 （6.8%増）営業利益

43（32.3%減）営業利益

1,776（39.2%減）営業利益

384 （9.4%減）営業利益

▼第3四半期決算のポイント

当第3四半期

（前年同期比32.0%減）

営業利益

（前年同期比0.3%減）

売上高

50,810百万円 6,097百万円

当四半期のポイント
● 前四半期に続き、EC・決済・アクセスの好調継続
● オンライン消費の拡大は、新たなトレンドに

当四半期のポイント
●広告はオンライン消費の需要取り込みにより好転
● メディアは金融系など広告出稿控えの影響を受ける

当四半期のポイント
● スプレッド引き下げにより、FX国内シェアはNo.1からさらに拡大
●第二の主力商材としてCFDが業績貢献

当四半期のポイント
●アルトコインが貢献し、交換事業が好調に推移
● 新拠点効果でマイニング事業のコスト構造改善

前年同期比

猛追
16倍

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

0.3

5.6

Q4 Q1 Q2

0.8

9.2

Q3

4.8

10.7

2018 2019 2020

（万件） クラウドサイン様※

7万件
突破

11/8時点

※弁護士ドットコム様2021年3月期第２四半期
　決算説明会資料より“導入企業数”

日本のDXを加速する「GMO電子印鑑Agree」

No.1への成長を加速

プラン改訂（2020年12月以降）
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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（2020年7月1日　 2020年9月30日）
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● 前四半期に続き、EC・決済・アクセスの好調継続
● オンライン消費の拡大は、新たなトレンドに

当四半期のポイント
●広告はオンライン消費の需要取り込みにより好転
● メディアは金融系など広告出稿控えの影響を受ける

当四半期のポイント
● スプレッド引き下げにより、FX国内シェアはNo.1からさらに拡大
●第二の主力商材としてCFDが業績貢献

当四半期のポイント
●アルトコインが貢献し、交換事業が好調に推移
● 新拠点効果でマイニング事業のコスト構造改善
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11/8時点

※弁護士ドットコム様2021年3月期第２四半期
　決算説明会資料より“導入企業数”

日本のDXを加速する「GMO電子印鑑Agree」

No.1への成長を加速

プラン改訂（2020年12月以降）
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株主様向けインフォメーショントピックス
株主優待制度が変更となります

2020年1月1日

2020年9月30日

第 3 四 半期決算報告
2020年 12月期

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）。

1　四半期配当

※�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株主優待
申請サイトをご確認ください。▶https://yutai.gmo.jp/

2　株主優待

3　お問い合わせ先

0120-232-711（東京） 0120-094-777（大阪）
⃝株式事務手続きはこちら（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）

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）�

⃝上記電話番号がご利用できない場合

専用ホームページ https://yutai.gmo.jp/
お問い合わせ先 03-3461-2222GMOくまポンギフト券

（合計2,100円相当分） 廃　止

GMOクリック証券における
当社株式買付に係る買付手数料（上限なし） 変更なし

GMOクリック証券における
売買手数料キャッシュバック（5,000円） 変更なし

GMOインターネットグループが提供する
各種サービスのご利用料（5,000円） 変更なし

新　設
金融系サービス（2,100円
相当）を検討中です。詳細に
つきましては追ってご連絡さ
せていただきます。

（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）

優待内容の変更は2021年6月末日を基準日とする株主優待制度
からとなります。変更点は下記のとおりです。
●割当条件
1単元（100株）以上を6ヶ月以上継続保有していることを割当条
件とさせていただきます。
●株主優待の内容
GMOくまポンギフト券（合計2,100円相当分）に替わり、金融系
サービス（2,100円相当）を新設いたします（詳細は検討中です）。
その他の内容につきましては変更はございません。
当社の株主優待制度は、事業内容をご理解していただくこと、中長
期保有していただける株主様を増やすことを目的として実施して
おります。今まで以上の株主の皆様のご支援、ご理解を賜りたく存
じます。

期初方針に基づき7.4円の配当
（単位：円） １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 配当総額

2020年 6.6 6.2 7.4 — 20.2

2019年 6 6 7.2 5 24.2

2020年12月期定時株主総会の運営方針について

2021年3月開催予定の定時株主総会に
つきましては、新型コロナウイルス感染予防
及び拡散防止のため、インターネットによる
ライブ配信を中心とした運営を予定して
おります。事前のご質問の受付など、
新たな株主様との対話の機会とすべく、
インターネットを活用した安全な
ご視聴をいただけるよう環境構築を
進めてまいります。

株主優待制度の変更時期

割当条件

※�2020年12月末日を基準日とする株主優待制度については従前どおり
ご利用いただくことが可能です。

「6ヶ月以上継続保有」とは、基準日（12月末日、6月末日）とその6ヶ月前に、同
じ株主番号で連続して株主名簿に記載または記録されていることが条件となり
ます。2021年6月末日を基準日とする株主優待制度の場合、2020年12月末
日、2021年6月末日の株主名簿に同じ株主番号で連続して記載または記録さ
れていることが必要となります。なお、保有株式を全て売却して買い戻された場
合、証券会社の貸株サービスをご利用されている場合などは、株主番号が変更
となり、割当対象から外れることがあります。

※

2021年 6月末日を基準日とする株主優待制度から

1単元（100株）以上を６ヶ月以上継続保有していること

変更前 変更後
■ 株主優待の内容
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