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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第19期

第２四半期連結
累計期間

第19期
第２四半期連結
会計期間

第18期

会計期間

自　平成21年
　　１月１日
至　平成21年
　　６月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　６月30日

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　12月31日

売上高 （千円) 18,976,3189,304,58937,247,571

経常利益 （千円) 2,317,1481,153,9394,031,765

四半期(当期)純利益 （千円) 1,225,218578,2002,111,110

純資産額 （千円) ― 14,120,35213,367,705

総資産額 （千円) ― 40,073,46539,752,728

１株当たり純資産額 (円) ― 72.93 67.26

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 12.19 5.75 21.01

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 18.3 17.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円) 3,491,855 ― 4,940,119

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円) △499,837 ― △1,653,038

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円) △2,128,200 ― △4,144,363

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（千円) ― 19,380,47518,456,132

従業員数 (名) ― 1,412 1,484

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数(名) 1,412（224）

(注) 　１　従業員数は就業人員であります。

　２　従業員数の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数(名) 322（ 55）

(注) 　１　従業員数は就業人員であります。

　２　従業員数の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。

　

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業 210,767 76,675

インターネットメディア事業 1,472,367 431,017

その他事業 － －

合計 1,683,135 507,693

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業 4,569,249

インターネットメディア事業 4,716,986

その他事業 18,354

合計 9,304,589

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

      ２　当四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売　　　
　　　　 実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の

有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析
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＜事業全般の概況＞

　当第２四半期連結会計期間のわが国の経済環境は、外国経済が財政・金融政策により持ち直したことや、

国内における大規模な景気対策、在庫調整の進展等に伴い輸出や生産状況が改善し、個人消費も押し上げら

れたものの、経済活動は以前低い水準で推移し、企業業績も悪化が続くなか設備投資も落ち込んでおりま

す。

　そのような中、当社グループの属するインターネット市場におきましては、この経済環境にもかかわらず、

特に消費者向け電子商取引市場を中心に、「節約消費」や「巣篭もり消費」という消費行動を受け、堅調に

推移しております。

　このような環境の中、当社グループは、ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業においては高品質・低価格のサービス

を中心に顧客基盤を拡大しております。また、インターネットメディア事業は、求人広告事業の撤退の影響

の影響がありながらも、ＳＥＭメディアを中心に堅調に推移いたしました。

　その結果、当第２四半期連結会計期間における連結業績は、売上高が9,304,589千円、営業利益は1,105,973

千円、経常利益は1,153,939千円となっております。

　ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業及びインターネットメディア事業の状況は、セグメント毎の状況に示すとおり

でありますが、当第２四半期連結会計期間においてはこれらの業績に加え、連結子会社の合併に伴う持分変

動益等17,892千円を特別利益に計上し、固定資産の減損損失・除却損等23,559千円を特別損失に計上した

結果、税金等調整前四半期純利益は1,148,272千円となりました。これに法人税等及び法人税等の調整額

312,883千円、少数株主利益257,188千円を計上したことにより、四半期純利益は578,200千円となりました。

　 　 当第２四半期連結会計期間

　 売上高 　

　 　ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業 4,636,851

　 　インターネットメディア事業 4,822,045

　 　その他 18,354

　 　消去等 -172,661

　 　　　合計 9,304,589

　 営業利益 　

　 　ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業 649,010

　 　インターネットメディア事業 471,453

　 　その他 -26,960

　 　消去等 12,470

　 　　　合計 1,105,973

　 経常利益 1,153,939

　 四半期純利益 578,200
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＜セグメント毎の状況＞

各セグメントの事業の内容は、以下のとおりとなっております。

事業区分 主要業務

ＷＥＢインフラ
・ＥＣ事業

ドメイン取得事
業

・お名前.com、ムームードメインなどで展開する.com .net .jpなど
のドメイン取得事業

レンタルサー
バー事業 

・お名前.comレンタルサーバー（SD）、iSLE、RapidSite、
MightyServer、WEBKEEPERS、まるごとServer、ロリポップ！などで展
開する専用サーバー、共用サーバーの提供・運用・管理・保守を行
うホスティングサービス

ＥＣ支援・ＷＥ
Ｂ制作事業

・Color me shop! Pro、MakeShopなどネットショップ構築のＡＳＰ
サービス

・カラメルなどショッピングモールの開発、運営

・まるごとＥＣなどネットショップ構築支援コンサルティングサー
ビス
・おまかせwebなど、Web制作・運営支援サービス・システムコンサル
ティングサービス
・デジタルコンテンツ王で展開する、音楽、動画などのデジタルコン
テンツ販売を支援するＡＳＰサービス

セキュリティ事
業

・GlobalSignで展開するクイック認証SSL、企業認証SSLなどのSSL
サーバー証明書発行サービス、コードサイニング証明書発行サービ
ス、PDF文書署名用証明書発行サービス

決済事業 ・PGマルチペイメントサービスなどの通販・EC事業者向けクレジッ
トカード決済サービス、公金クレジットカード決済サービス

アクセス事業 ・interQ MEMBERS, ZERO等のインターネット接続サービス

インターネット
メディア事業

インターネット
メディア・検索
関連事業

・yaplog!、JUGEM、AutoPageで展開するブログサービスやfreemlなど
で展開するインターネットコミュニティサービス等のインター
ネット広告メディアの開発、運営

・ＳＥＭメディア事業
　日本語キーワード「ＪＷｏｒｄ」の運営・販売
　GMOSEO+、Find-AなどＳＥＯ（検索エンジン最適化）の販売

・オーバーチュア事業
　自社メディアへのコンテンツ連動広告、検索連動型広告の配信

広告代理事業
・インターネット広告媒体を主要広告媒体としたバナー広告、テキス
ト広告、メール広告、検索連動型広告等の販売

・企画広告制作サービス

その他

・Corum Onlineなどオンラインゲームの企画・運営サービス

・インターネットリサーチシステムの提供及びリサーチモニターの
管理・運営

その他事業 その他 ・ベンチャーキャピタル事業

　

・ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業

　ドメイン取得事業では、当第２四半期連結会計期間において、ドメイン登録・更新数が22万件となり、ドメ

インの登録・更新のシェア拡大を推進いたしました。一方、低価格戦略によるドメイン登録数の拡大のた

め、売上高は615,442千円となっております。

　レンタルサーバー事業では、利用ニーズの高度化・多様化に対応するため、ディスク容量の増強や既存

サービスの機能強化を進めております。また、専用ホスティングサービス及びマネージドホスティングサー

ビスにおいてはＳａａＳやクラウド展開を支援するプログラムを提供するなど、サービスの拡充を致して

おります。この結果、契約件数は40万件、売上高は2,260,285千円となっております。

　ＥＣ支援・ＷＥＢ制作事業のうち、ＥＣカート事業につきましては、引き続き高いニーズに裏付けられた

成長を持続しております。サービス機能・決済手段の拡充など顧客利便性の向上の活動を行っております。

しかし、ＥＣパッケージの販売について、高単価な商材から低単価な商材へシフトしたこと、ＷＥＢ制作に
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ついて、当社の人員をインターネットメディア・検索関連事業へシフトさせ戦略的に縮小させたこと等か

ら、売上高は、440,076千円となっております。

　セキュリティ事業では、日本国内においてはセイコープレシジョン株式会社との電子署名とタイムスタン

プでの協業や日本セーフネット株式会社が提供する製品に対応した「ＰＤＦ文書署名用証明書for Adobe

CDS」サーバー版の提供など、商材の強化を進めました。海外においては、欧州、北米等の拠点でこれまでの

販売代理店開拓の効果が表れてきたことや政府系機関や大手企業での導入などにより、売上高に貢献致し

ました。この結果、売上高は326,905千円となっております。

　決済事業では、加盟店の増加、継続課金が増加しております。また、京都府が開始した「ふるさと納税」に

おいてクレジットカード決済サービスが採用されるなど、公金分野にも積極的に事業展開しております。こ

の結果、売上高は627,073千円となっております。

　５大商材の売上高についてはこのような状況となっており、これらを含めたＷＥＢインフラ・ＥＣ事業合

計では売上高が4,636,851千円、営業利益は649,010千円となりました。

・インターネットメディア事業

　インターネット広告市場では、より費用対効果を追求する傾向があり、ＳＥＭメディアを中心としたサー

ビスが好調に推移いたしております。

　インターネットメディア・検索関連事業のうち、日本語検索サービスのJWord、ＳＥＯなどのＳＥＭメディ

アの販売については、販売人員のシフト等の効果により、特にＳＥＯの販売が順調に推移しました。また、Ｓ

ＥＭ事業の更なる成長のため、ＳＥＯ対策や検索連動型広告の運用を主軸としたＷＥＢサイトやモバイル

サイトへの集客支援を強みとする株式会社イノベックス（現ＧＭＯＳＥＯテクノロジー株式会社）に資本

参加しております。オーバーチュアとの提携による検索連動型広告につきましては、広告抑制の動きや単価

下落の影響はあったものの、配信数を増加させた効果などにより、インターネットメディア・検索関連事業

の売上高は2,460,473千円となっております。

　広告代理事業では、モバイル広告における好調な伸びがあり、売上高は2,280,565千円となっております。

　これらを含めたインターネットメディア事業の売上高は4,822,045千円、営業利益は471,453千円となりま

した。

・その他事業

　当四半期連結会計期間のその他事業はベンチャーキャピタル事業のみとなっております。

　この結果、その他事業におきましては、売上高は18,354千円、営業損失は26,960千円となりました。

(2) 財政状態の分析

平成21年６月30日現在における資産、負債及び純資産の状況のうち平成20年12月31日現在と比較し、変動

がある項目は主に以下のとおりであります。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ584,466千円増加（2.3％増）し、26,228,968千円となっております。

現金及び預金が924,823千円増加したことが主要因であります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比べ263,728千円減少（1.9％減）し、13,844,496千円となっております。

主に、のれんが償却等により347,197千円減少したこと、投資有価証券が一部売却等により199,111千円減少

したこと、ソフトウェアが取得等により74,146千円増加したことが要因であります。

　この結果、資産合計は、前連結会計年度末と比べ320,737千円増加（0.8％増）し、40,073,465千円となって

おります。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ182,857千円増加（1.2％増）し、14,942,774千円となっております。

短期借入金が500,000千円減少したものの、預り金が832,693千円増加したこと等が主要因であります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ614,767千円減少（5.3％減）し、11,010,337千円となっております。

約定返済により長期借入金が699,500千円減少したことが主要因であります。
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　この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比べ431,910千円減少（1.6％減）し、25,953,112千円となって

おります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ752,647千円増加（5.6％増）し、14,120,352千円となっております。利

益剰余金が、四半期純利益の計上により1,225,218千円増加したものの、配当金の支払いにより703,382千円

減少したことが主要因であります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により3,491,855千円増加、投資活動によ

り499,837千円減少、財務活動により2,128,200千円減少となりました。以上の結果として現金及び現金同等

物の当第２四半期連結会計期間末残高は19,380,475千円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益を2,313,079千円計上し、減価償却

費412,607千円、のれんの償却442,692千円など非資金費用の計上があったこと、法人税等の支払額712,769

千円などがあったことにより、結果として3,491,855千円の増加（前年同期は2,353,660千円の増加）とな

りました。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、無形固定資産取得による支出が382,067千円、投資有価証券の

売却による収入が171,148千円、子会社株式取得による支出等が115,886千円あったこと等により、結果とし

て499,837千円の減少（前年同期は1,348,061千円の減少）となりました。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入の返済による支出が511,648千円（純額）、長期借入

の返済による支出が699,500千円、配当金の支払による支出が695,600千円、少数株主への配当金の支払支出

が233,927千円あったこと等により、結果として2,128,200千円の減少（前年同期は2,316,182千円の減少）

となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた問題はありません。

(5）株式会社の支配に関する基本方針

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、上場会社であり当社株式は自由に売買できるものである以上、当社株式に対する大規模な買付行

為を一概に否定するものではなく、当該買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には、当社株式を保

有する株主の皆様の自由な意思によってなされるべきものと考えております。

　しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協議や合意のプロセスを

経ることなく、いわば敵対的に、突如として一方的に大規模な買付行為を強行するといった動きが顕在化し

つつあります。このような一方的且つ大規模な買付行為の中には、株主の皆様に対して当該買付行為に関す

る十分な情報が提供されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が

当該買付行為の条件・方法等について検討し、また、当社の取締役会が、これを評価・検討して取締役会と

しての意見を取りまとめて公表するための十分な時間を確保しないもの、その他真摯に合理的な経営を行

う意思が認められないなど当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なう買付行為もあり得る

ところです。

　当社グループは、『すべての人にインターネット』をコーポレートフィロソフィーキャッチに、Ⅰ．ドメ

イン取得、レンタルサーバー、ＥＣ支援・Ｗｅｂ制作、セキュリティ、決済、アクセスなどの事業を主とする、

ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業、及び、Ⅱ．インターネットメディア・検索関連、広告代理などの事業を主とす

る、インターネットメディア事業を中心として、総合的なインターネットサービスを提供しており、これら
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の事業はそれぞれが独立したものではなく、相互に有機的に一体として機能することによって相乗効果が

生じ、より高い企業価値を創造していると考えております。また、インターネット関連技術は技術革新の進

歩が極めて速く、それに応じた業界標準及び顧客ニーズも急速に変化しております。したがって、当社の経

営は、上記のような事業特性及びインターネットサービスに関する高度な専門知識を前提とした経営のノ

ウハウ、並びに、技術革新に対応するための優れた技術、能力を有する従業員、有機的一体的企業結合体の中

で各事業を担うグループ会社、取引先及び顧客等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が

不可欠であると考えております。このような当社の事業に対する理解なくして当社の企業価値の把握は困

難であり、株主の皆様が大規模な買付行為を評価するに際しても、当該買付行為の買付者から提供された情

報だけではなく、当社の事業特性等を十分に理解している当社取締役会の当該買付行為に対する評価・意

見等が適切に提供されることが極めて重要であると考えております。

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、上記の当社の事業を理解し、当社の企業価値の

様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との間に築かれた関係等を理解した上で、当社の企業価値・株

主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えておりま

す。

　以上の考え方に基づき、当社取締役会といたしましては、上記のような当社の企業価値・株主の皆様の共

同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を

支配する者として不適切であると考えております。

②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特

別な取組み

　当社は上記①記載の基本方針（以下、「基本方針」といいます。）の実現に資する特別な取組みとして、以

下の取組みを行っております。

　当社は、『すべての人にインターネット』をコーポレートフィロソフィーキャッチに、たゆまぬベン

チャー精神のもと、『インターネットの文化・産業とお客様の笑顔・感動を創造し、社会と人々に貢献す

る』を企業理念として掲げております。

　当社はこの企業理念を具現化するため、すなわち、お客様の笑顔・感動を創造するため、最高のサービスを

より多くのお客様に提供することに注力いたしております。

　当社グループでは、ドメイン、レンタルサーバーや決済など数多くの事業（サービス）においてナンバー

ワンの実績をあげており、そのお客様の多様なニーズ、特にインターネットビジネスに取り組むお客様が求

める、導入から活用そして集客までを当社グループで一貫して完結できる基盤が整っております。

　これらの事業を有機的に結合し、相乗効果を最大化させる取組みにより企業価値・株主の皆様の共同の利

益の向上を目指しております。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み

　当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組みとして、特定株主グループ（以下において用いられる用語は、本事業報告に別段の定め

のある場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、平成18年3月13日付プレスリリース「当社株式の大規模

買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について」において定められる意味を有するものとします。）

の議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループ

の議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意

したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。）が行われる場合に

は、大規模買付ルールの遵守を求め、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、又は、大規模買付

ルールを遵守した場合であっても、大規模買付行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を
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著しく損なうと認められる場合につき対抗措置を発動することがあること等を定めております。

　当社は、平成18年3月13日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を決定

し、以後毎年開催される当社定時株主総会において選任された取締役が、本対応方針を継続するか否かを決

定することとなります。（なお、対応方針の内容の詳細につきましては、当社ホームページ（URL：

http://www.gmo.jp）に掲載されている平成18年3月13日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に

関する対応方針（買収防衛策）について」にて公表しておりますので、そちらをご参照ください。）

④上記②の取組みについての取締役会の判断

　上記②の取組みは、当社グループ全体の企業価値を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させ

ていくことにより、当社株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為が行われる危険性を低減

させるものと考えられるため、上記(1)の基本方針に沿うものであります。

　また、かかる取組みは、当社グループ全体の企業価値を向上させるための取組みであり、株主の皆様の共同

の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

⑤上記③の取組みについての取締役会の判断

i) 上記③の取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等のための期間の確保の要請に応じない大規模買付

者、及び、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を害するおそれのある大規模買付行為を行う大規模買

付者に対して対抗措置を発動できることとしております。したがいまして、上記(3)の取組みは、上記(1)の

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組みとして、当社の上記(1)の基本方針に沿うものであると考えております。

ⅱ）上記③の取組みは、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保することを目的として、大規模買

付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供及

びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるための取組みであります。また、かかる取組みにお

いては、対抗措置の発動について取締役会による恣意的な判断を防止し、その判断の合理性・公正性を担保

するために、特別委員会を設置し、特別委員会の勧告を最大限尊重して対抗措置を発動することを定めてお

り、また、対抗措置を発動するに際しては、社外監査役2名を含む監査役の全員の賛成を得た上で、取締役全

員の一致により決定することとしております。したがいまして、上記③の取組みは、株主の皆様の共同の利

益を損なうものではなく、また、取締役会の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(6) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、8,625千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備の新設、除却の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 270,000,000

第１種優先株式 130,000,000

計 400,000,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 100,484,441100,484,441
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 100,484,441100,484,441― ―

(注)　平成21年３月26日開催の当社第18期定時株主総会において変更した定款に、第１種優先株式を発行することがで

きる旨規定しておりますが、この四半期報告書提出日現在、発行した第１種優先株式はありません。

なお、当社定款に規定している第１種優先株式の内容は次のとおりであります。

 

第１種優先配当等（定款第13条関係）

1. 当会社は、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対

して剰余金の配当（以下「期末配当」という。）をするときは、当該末日の最終の株主名簿に記載または記録さ

れている第1種優先株式を有する株主（以下「第1種優先株主」という。）または第1種優先株式の登録株式質権

者（以下「第1種優先登録株式質権者」という。）に対して、普通株式を有する株主（以下「普通株主」とい

う。）および普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第1種優先株式1株に

つき、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の金銭（ただし、当該期末配当の基準日の属す

る事業年度中に定められた基準日により第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して第4項に従い剰

余金の配当を金銭にてしたときは、第1種優先株式1株につきした剰余金の配当の額を控除した額（ただし、ゼロ

を下回る場合はゼロ）の金銭。以下「第1種優先配当金」という。）を支払う。

2. 当会社は、期末配当をする場合であって、第1種優先配当金および次項に定める累積未払配当金が支払われた

後に普通株主または普通登録株式質権者に対して普通株式1株につきする剰余金の配当の額に第1種優先株式の

発行に先立って取締役会の決議で定める比率（100パーセントを下限とし、200パーセントを上限とする。）（以

下「第1種優先株式配当率」という。）を乗じて得られる額が第1種優先配当金の額を超過するときは、第1種優先

株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株

式1株につき、普通株主または普通登録株式質権者に対してする剰余金の配当と同一の種類で、かつ、当該超過す

る額（小数部分が生じる場合、小数点以下を切り捨てる。）の剰余金の配当をする。

3. ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して金銭にて支払う剰余金の配当

の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その第1種優先株式1株あたりの不足額（以下「累積未払配当

金」という。）は翌事業年度以降に累積する。累積未払配当金については、第1項、前項および次項に定める剰余金

の配当に先立ち、第1種優先株式1株につき累積未払配当金の額に達するまで、第1種優先株主または第1種優先登

録株式質権者に対して金銭にて支払う。

4. 当会社は、剰余金の配当をするとき（期末配当をする場合を除く。）は、第1種優先株主または第1種優先登録

株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主また

は普通登録株式質権者に対してする剰余金の配当と同一の種類で、かつ、普通株主または普通登録株式質権者に

対して普通株式1株につきする剰余金の配当の額に第1種優先株式配当率を乗じて得られる額（小数部分が生じ

る場合、小数点以下を切り捨てる。）の剰余金の配当をする。

 

第１種優先株主に対する残余財産の分配（定款第14条関係）

1. 当会社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主およ

び普通登録株式質権者に先立ち、累積未払配当金を金銭にて支払う。

2. 当会社は、前項に基づく残余財産の分配をした後、さらに残余財産があるときは、第1種優先株主または第1種
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優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通

株主または普通登録株式質権者に対して普通株式1株につきする残余財産の分配と同一の種類および額の残余財

産の分配をする。

 

議決権（定款第15条関係）

第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1種優先株主

は、2事業年度連続して各事業年度中に定められた基準日により第1種優先配当金および累積未払配当金の全額を

支払う旨の決議がなされないときは、当該2事業年度終了後最初に開催される定時株主総会より（ただし、第1種

優先配当金および累積未払配当金の全額を支払う旨の議案が当該定時株主総会に提出され否決されたときは、当

該定時株主総会の終結の時より）、第1種優先配当金および累積未払配当金の全額を支払う旨の決議がある時ま

での間、株主総会において議決権を行使することができる。

 

種類株主総会（定款第16条関係）

1. 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令または本定款に別段の定めがある場合

を除き、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

2. 第12条第1項の規定は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集される種類株主総会にこれを準用する。

3. 第21条ないし第23条、第24条第1項および第25条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。

4. 第24条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。

 

普通株式を対価とする取得条項（定款第17条関係）

1. 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日（取締役会が、それ以前の日を定めたと

きは、その日）の到来をもって、その日に当会社が発行する第1種優先株式の全部（当会社が有する第1種優先株

式を除く。）を取得し、第1種優先株式1株を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対して普通株式1株を交付す

る。

(1) 当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換または株式移転（他の株式会社と共同して株式移

転をする場合に限る。）に係る議案が全ての当事会社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は取締役会）

で承認された場合、当該合併、株式交換または株式移転の効力発生日の前日

(2) 当会社が発行する株式につき公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合が3分の2以上と

なった場合、当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日

なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の3第1項に定める公開買付けを、「株券等所有割

合」とは金融商品取引法第27条の2第1項第1号に定める株券等所有割合を、「公開買付者」または「公開買付報

告書」とは金融商品取引法第2章の2第1節に定める公開買付者または公開買付報告書をいう。

2. 当会社は、第1種優先株式を上場している金融商品取引所が第1種優先株式を上場廃止とする旨を決定した場

合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に当会社が発行している第1種優先株式の全部（当会社が有

する第1種優先株式を除く。）を取得し、第1種優先株式1株を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対して普通

株式1株を交付することができる。

 

株式の分割、株式の併合等（定款第18条関係）

1. 当会社は、株式の分割または株式の併合をするときは、普通株式および第1種優先株式ごとに同時に同一の割

合でする。

2. 当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを

受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

3. 当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目

的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の割当

てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

4. 当会社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、第1種優先株主には第1

種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

5. 当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権

無償割当てを、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ

同時に同一の割合でする。

6. 当会社は、株式移転をするとき（他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。）は、普通株主には普

通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、第1種優先株主には第1種優先株式

に代えて株式移転設立完全親会社の発行する第1種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。

7. 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式および第1種優先株式のそれぞれの単元株

式数について同時に同一の割合でする。

8. 第1項から第6項までの規定は、現に第1種優先株式を発行している場合に限り適用される。

 

その他の事項（定款第19条関係）

当会社は、第13条から第18条に定めるほか、第1種優先株式に関する事項について、これを第1種優先株式の発行に
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先立って取締役会の決議で定める。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権の状況

（平成17年３月29日定時株主総会の特別決議に基づく平成17年６月20日取締役会決議）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数 　100 個　(注１)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 　　10,000　株 (注２)

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり3,039円 (注２)

新株予約権の行使期間 平成18年4月1日から平成27年3月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格および資本組入額

①株式の発行価格
１株当たり3,039円(注２)

②発行価格中資本に組み入れる額
１株当たり1,520円
(別記(注２)により払込金額の調整が行われた場合の資本組入
額は、調整後の払込金額の2分の1とする。なお、計算の結果、1円
未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。)

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時におい
て、当社若しくは当社関係会社の取締役、相談役、監査役、従業
員若しくは顧問または当社グループ主要取引先の取締役若し
くは従業員であることを要するものとする。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められな
いものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するもの
とする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

当社は、当社を完全子会社とする株式交換に際して、株式交換
契約書の記載に従い、本新株予約権に係る義務を本株式交換に
よって完全親会社たる会社に承継させることができる。

(注) １　各新株予約権の行使により発行する株式数は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または
株式併合等を行う場合、各新株予約権の行使により発行する株式数は次項の算式により調整されるものとす
る。

２　新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額の調整
①株式の調整
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行うときは、次の算式により目的たる株式の数を調整す
るものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的
たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を
行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数
の調整を行う。
②払込金額の調整
新株予約権発行後に、当社が株式の分割または併合を行うときは、次の算式により1株あたり払込金額を調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後１株あたり
払込金額

＝
調整前１株あたり
払込金額

×
１

――――――――――
分割または併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を
行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金
額の調整を行う。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年４月１日～
平成21年６月30日

― 100,484,441 ― 1,276,834 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

平成21年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社熊谷正寿事務所
東京都港区南青山３丁目１８-１

６
25,600 25.5%

熊谷正寿 東京都港区 21,186 21.1%

ヤフー株式会社 港区赤坂９丁目７－１ 5,054 5.0%

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエス

エルオムニバスアカウント

(常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行兜町証

券決済業務室)

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN

STREET LONDON EC2P 2HD,

ENGLAND

(中央区日本橋兜町６番７号)

2,520 2.5%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口

４Ｇ)
中央区晴海１丁目８－１１ 1,760 1.8%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)中央区晴海１丁目８－１１ 1,504 1.5%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 港区浜松町２丁目１１－３ 1,407 1.4%

リーマンブラザーズインターナショナル(ヨーロッパ)

(常任代理人　リーマン・ブラザーズ証券株式会社)

25 BANK STREET LONDON E14 5LE

ENGLAND

(港区六本木６丁目１０―１六本

木ヒルズ森タワー３１階)

1,106 1.1%

メロンバンクエヌエ－トリ－テイ－クライアントオム

ニバス

(常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)

ONE MELLON BANK CENTER,

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA

(千代田区丸の内２丁目７－１決

済事業部)

868 0.9%

チェースマンハッタンバンクジーティーエスクライア

ンツアカウントエスクロウ

(常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行兜町証

券決済業務室)

5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9,

THOMAS MORE STREET LONDON,

E1W 1YT, UNITED KINGDOM

(中央区日本橋兜町６番７号)

855 0.9%

計 ― 61,863 61.6%
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 1,300
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

100,478,400
1,004,784 ―

単元未満株式
普通株式

4,741
― ―

発行済株式総数 100,484,441― ―

総株主の議決権 ― 1,004,784 ―

(注) １　単元未満株式には、当社所有の自己株式 76株が含まれております。

２　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式 6,800株(議決権 68個)が含まれておりま

す。

　

② 【自己株式等】

平成21年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ＧＭＯインターネット株式
会社

東京都渋谷区桜丘町26番１
号

1,300 ― 1,300 0.00

計 ― 1,300 ― 1,300 0.00

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 505 485 383 360 394 449

最低(円) 397 352 304 282 305 371

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けておりま

す。

　なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人

トーマツから名称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,435,495 18,510,672

受取手形及び売掛金 4,487,085 4,538,338

営業投資有価証券 942,617 886,982

繰延税金資産 800,514 759,166

その他 885,703 1,252,290

貸倒引当金 △309,949 △302,948

投資損失引当金 △12,500 －

流動資産合計 26,228,968 25,644,502

固定資産

有形固定資産 ※１
 596,680

※１
 569,395

無形固定資産

のれん 1,700,999 2,048,196

ソフトウエア 2,058,218 1,984,072

その他 169,936 88,442

無形固定資産合計 3,929,154 4,120,711

投資その他の資産

投資有価証券 618,187 817,299

投資不動産 ※１
 4,435,831

※１
 4,437,348

繰延税金資産 2,169,346 2,162,724

破産更生債権等 5,458,571 5,428,258

その他 2,133,624 2,039,320

貸倒引当金 △5,496,899 △5,466,832

投資その他の資産合計 9,318,661 9,418,118

固定資産合計 13,844,496 14,108,225

資産合計 40,073,465 39,752,728

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,241,103 1,544,219

短期借入金 1,699,000 2,199,000

1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000

未払金 1,919,897 1,919,449

未払法人税等 664,426 769,231

賞与引当金 198,601 107,456

役員賞与引当金 37,812 29,474

前受金 2,585,206 2,392,138

預り金 4,763,118 3,930,424

その他 833,607 868,522

流動負債合計 14,942,774 14,759,917
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

固定負債

長期借入金 10,302,750 11,002,250

長期未払金 456,106 481,619

退職給付引当金 2,494 6,428

その他 248,986 134,807

固定負債合計 11,010,337 11,625,105

負債合計 25,953,112 26,385,022

純資産の部

株主資本

資本金 1,276,834 1,276,834

利益剰余金 6,163,311 5,636,307

自己株式 △500 △461

株主資本合計 7,439,645 6,912,681

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,690 △14,843

繰延ヘッジ損益 2,694 △12,909

為替換算調整勘定 △104,605 △126,499

評価・換算差額等合計 △110,600 △154,252

新株予約権 665 －

少数株主持分 6,790,642 6,609,277

純資産合計 14,120,352 13,367,705

負債純資産合計 40,073,465 39,752,728
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 18,976,318

売上原価 8,716,412

売上総利益 10,259,906

販売費及び一般管理費 ※
 8,050,914

営業利益 2,208,992

営業外収益

受取利息 161,058

受取配当金 1,252

その他 157,400

営業外収益合計 319,711

営業外費用

支払利息 138,374

その他 73,181

営業外費用合計 211,555

経常利益 2,317,148

特別利益

固定資産売却益 2,086

投資有価証券売却益 8,943

関係会社株式売却益 19,164

持分変動利益 10,632

その他 8,971

特別利益合計 49,797

特別損失

固定資産除却損 13,928

減損損失 7,018

事業撤退損 13,153

事務所移転費用 16,888

その他 2,878

特別損失合計 53,867

税金等調整前四半期純利益 2,313,079

法人税、住民税及び事業税 720,212

法人税等調整額 △51,204

法人税等合計 669,007

少数株主利益 418,853

四半期純利益 1,225,218
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 9,304,589

売上原価 4,286,538

売上総利益 5,018,051

販売費及び一般管理費 ※
 3,912,077

営業利益 1,105,973

営業外収益

受取利息 84,976

その他 82,056

営業外収益合計 167,032

営業外費用

支払利息 67,103

その他 51,963

営業外費用合計 119,067

経常利益 1,153,939

特別利益

投資有価証券売却益 3,943

持分変動利益 9,980

貸倒引当金戻入額 3,873

その他 95

特別利益合計 17,892

特別損失

固定資産除却損 12,394

減損損失 7,018

その他 4,146

特別損失合計 23,559

税金等調整前四半期純利益 1,148,272

法人税、住民税及び事業税 397,739

法人税等調整額 △84,855

法人税等合計 312,883

少数株主利益 257,188

四半期純利益 578,200
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,313,079

減価償却費 412,607

のれん償却額 442,692

投資有価証券売却損益（△は益） △8,862

関係会社株式売却損益（△は益） △19,164

受取利息及び受取配当金 △162,311

支払利息 138,374

売上債権の増減額（△は増加） 99,953

仕入債務の増減額（△は減少） △323,074

その他 1,285,336

小計 4,178,629

利息及び配当金の受取額 168,119

利息の支払額 △142,124

法人税等の支払額 △712,769

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,491,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △99,143

有形固定資産の売却による収入 2,179

無形固定資産の取得による支出 △382,067

無形固定資産の売却による収入 816

投資有価証券の取得による支出 △14,850

投資有価証券の売却による収入 171,148

子会社株式の取得による支出 △115,886

子会社株式の売却による収入 22,050

その他 △84,084

投資活動によるキャッシュ・フロー △499,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,800,000

短期借入金の返済による支出 △2,311,648

長期借入金の返済による支出 △699,500

配当金の支払額 △695,600

少数株主への配当金の支払額 △233,927

その他 12,475

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,128,200

現金及び現金同等物に係る換算差額 33,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 897,703

現金及び現金同等物の期首残高 18,456,132

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 19,380,475
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【継続企業の前提に関する重要な事項】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項ございません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

１　連結の範囲の変更

第２四半期連結累計期間より、ＧＭＯクリエイターズネットワーク株式会社他１社は重要性が増加したため、

シードテクノロジー株式会社は新たに設立したため、ＧＭＯＳＥＯテクノロジー株式会社は株式を取得したた

め、連結の範囲に含めております。

　また、ＧＭＯサンプランニング株式会社はＧＭＯアドパートナーズ株式会社に吸収合併されたため、ＧＭＯ

ティーカップコミュニケーション株式会社はＧＭＯメディア株式会社に吸収合併されたため、連結の範囲から

除外しております。

 

２　会計処理の原則及び手続の変更

（１）リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、当第２四半期連結累計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　当該変更に伴う四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に与える影響は軽微であります。

 

　

【簡便な会計処理】

　　該当事項ございません。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　　該当事項ございません。

　

【追加情報】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

　前連結会計期間における損益計算書においては、「Ⅰ　営業収益」「Ⅱ　事業費」「Ⅲ　販売費及び一般管理費」

とし、営業収益から事業費並びに販売費及び一般管理費を控除した金額を営業利益として表示しておりましたが、

提供するサービスの拡大に伴う組織再編成により、売上原価と販管費の区分が明確となったことから、当第２四半

期連結累計期間より、「Ⅰ　売上高」「Ⅱ売上原価」「Ⅲ　販売費及び一般管理費」とし、売上高から売上原価を控

除した金額を売上総利益、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額を営業利益として表示すること

と致しました。

　また、当該組織再編成に伴い、事業部門と営業部門を明確し、業務分掌がより明確になったことに伴い、売上原価

と販管費の区分の見直しを行いました。これにより、当第２四半期連結累計期間において、従来の区分方法と比べ

て、売上原価は、997,296千円減少し、販売費および一般管理費は、997,296千円増加し、営業利益に与える影響はあ

りません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は942,223千円、投

資不動産の減価償却累計額は4,769千円でありま

す。

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額は862,296千円、投

資不動産の減価償却累計額は3,253千円でありま

す。

　２　次の会社のリース契約に対して債務保証を行って

おります。

クリック証券㈱ 122,386千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年６月30日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　給与　　　　　　　　　　　2,792,741千円

　のれんの償却額　　　　　　　441,739千円

　広告宣伝費　　　　　　　　　344,859千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　149,854千円

  貸倒引当金繰入額　　　　　　 82,548千円

　

第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日 
 至　平成21年６月30日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　給与　　　　　　　　　　　1,364,163千円

　のれんの償却額　　　　　　　221,737千円

　広告宣伝費　　　　　　　　　173,100千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　 79,089千円

  貸倒引当金繰入額　　　　　　 59,630千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 19,435,495千円

預入期間が３か月超の定期預金 　△55,020千円

現金及び現金同等物 19,380,475千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結累計期間末(平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　

至　平成21年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 100,484,441

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,376

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高
(千円)

連結子会社 ― ― 665

合計 　 665

　

　４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年３月26日
定時株主総会

普通株式 703,382 7 平成20年12月31日 平成21年３月27日 利益剰余金

　

　　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、　

　　　配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年８月６日
取締役会

普通株式 200,966 2 平成21年６月30日 平成21年９月28日 利益剰余金

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はございません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
ＷＥＢインフ
ラ・ＥＣ事業
(千円)

インターネッ
トメディア
事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

4,569,2494,716,98618,3549,304,589 ― 9,304,589

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

67,601105,059 ― 172,661（172,661） ―

計 4,636,8514,822,04518,3549,477,250（172,661）9,304,589

営業利益又は営業損失（△） 649,010471,453△26,9601,093,50312,4701,105,973

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
ＷＥＢインフ
ラ・ＥＣ事業
(千円)

インターネッ
トメディア
事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

9,224,8929,732,57518,85118,976,318 ― 18,976,318

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

122,672256,057 ― 378,730（378,730） ―

計 9,347,5649,988,63218,85119,355,049（378,730）18,976,318

営業利益又は営業損失（△） 1,339,842900,539△57,0562,183,32525,6662,208,992

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。なお、従来の「インターネット活用支援事業

（ネットインフラ事業）」を「ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業」に、従来の「インターネット集客支援事業

（ネットメディア事業）」を「インターネットメディア事業」に事業の種類別セグメントの名称を変更して

おります。

２　各区分の主なサービス

（１） ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業

・・・アクセス事業、ドメイン取得事業、レンタルサーバー事業、ＥＣ支援・ＷＥＢ制作事業、セキュ

リティ事業、決済事業、その他

（２) インターネットメディア事業

・・・インターネットメディア・検索関連事業、広告代理事業、その他

（３）その他事業

・・・ベンチャーキャピタル事業
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

　 　

　 72.93円
　

　 　

　 67.26円
　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 12.19円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円
　

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。

　　　２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 1,225,218

普通株式に係る四半期純利益(千円) 1,225,218

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 100,483,105

四半期純利益調整額(千円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日 
 至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 5.75円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円
　

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。

　　　２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日 
 至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 578,200

普通株式に係る四半期純利益(千円) 578,200

普通株主に帰属しない金額千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 100,483,080

四半期純利益調整額(千円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―

　

(重要な後発事象)

該当事項ございません。

　

２【その他】

平成21年８月６日開催の取締役会において、平成21年６月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記

載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　200,966千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　       ２円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成21年９月28日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ＧＭＯインターネット株式会社(E05041)

四半期報告書

32/33



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月10日

ＧＭＯインターネット株式会社

取締役会　御中

　

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　吉　村　孝　郎　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　岡　田　雅　史　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＧ

ＭＯインターネット株式会社の平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日までの連結会計年度の第２

四半期連結会計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間

（平成２１年１月１日から平成２１年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＧＭＯインターネット株式会社及び連結子会

社の平成２１年６月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

ＧＭＯインターネット株式会社(E05041)

四半期報告書

33/33


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に関する重要な事項
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
	追加情報
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

