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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】

　

回次
第22期

第３四半期
連結累計期間

第23期
第３四半期
連結累計期間

第22期

会計期間
自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日

売上高 (百万円) 54,057 69,993 74,376

経常利益 (百万円) 6,564 8,549 9,175

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,710 3,756 4,518

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,648 6,158 5,711

純資産額 (百万円) 29,127 34,860 30,418

総資産額 (百万円) 256,677 409,971 275,960

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 23.00 31.89 38.35

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － 31.50 38.32

自己資本比率 (％) 7.7 5.9 7.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 437 989 13,722

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,419 △3,130 △3,093

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,847 14,762 △1,677

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 39,656 54,947 41,899

　

回次
第22期

第３四半期
連結会計期間

第23期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 6.94 11.54

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第22期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、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。

　なお、当社は平成25年９月30日付で100％子会社であるＧＭＯメディアホールディングス株式会社を吸

収合併いたしました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。　

　なお、重要事象等は発生しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

（１）業績の状況

　当社グループは「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、成長性の高い

インターネット市場に経営資源を集中しております。当該市場は、スマートフォンやタブレット型多機

能端末の普及といったデバイスの多様化、twitterやfacebook、LINEなどソーシャルメディアの利用、

またクラウド技術などテクノロジーの進化により、モバイルインターネットを中心に拡大を続けており

ます。当該市場の拡大に伴い、当社グループの収益機会も拡大しております。

　このような良好な事業環境の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループは、①ＷＥＢイン

フラ・ＥＣ事業、②インターネットメディア事業および③インターネット証券事業の継続的な成長を目

指し、顧客基盤の拡大に積極的に取り組むとともに、高い成長が続いているスマートフォン向けのゲー

ム事業を４本目の事業の柱とすべく、積極的な投資を行なってまいりました。

　以上、当第３四半期連結累計期間における売上高は69,993百万円（前年同期比29.5％増）、営業利益

は8,613百万円（同30.8％増）、経常利益は8,549百万円（同30.2％増）、四半期純利益は3,756百万円

（同38.6％増）となり、いずれも第３四半期連結累計期間としては過去最高の業績となりました。

＜当第３四半期累計（平成25年１月～９月）連結業績の概要＞　　　　　　　　　　　

（単位：百万円）

　 　 前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

　 　売上高 54,057 69,993 15,936 29.5%

　 　営業利益 6,584 8,613 2,029 30.8%

　 　経常利益 6,564 8,549 1,984 30.2%

　 　四半期純利益 2,710 3,756 1,046 38.6%
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＜セグメント毎の売上高・営業利益の状況（平成25年１月～９月）＞

（単位：百万円）

　 　 　 前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

　 ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業 　 　 　 　

　 　 売上高 22,111 28,226 6,115 27.7%

　 　 営業利益 3,228 3,929 701 21.7%

　 インターネットメディア事業 　 　 　 　

　 　 売上高 19,587 22,433 2,845 14.5%

　 　 営業利益 1,561 1,709 147 9.4%

　 インターネット証券事業 　 　 　 　

　 　 売上高 11,688 16,377 4,689 40.1%

　 　 営業利益 3,266 3,594 327 10.0%

　 ソーシャル・スマートフォン関連事業 　 　 　 　

　 　 売上高 2,041 4,371 2,330 114.2%

　 　 営業利益 △1,534 △874 660 -

　 インキュベーション事業 　 　 　 　

　 　 売上高 78 145 66 85.4%

　 　 営業利益 △81 20 101 -

　 調整額 　 　 　 　

　 　 売上高 △1,449 △1,560 △111 -

　 　 営業利益 143 234 91 -

　 合計 　 　 　 　

　 　 売上高 54,057 69,993 15,936 29.5%

　 　 営業利益 6,584 8,613 2,029 30.8%

　

    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』、『VALUE-DOMAIN.COM』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』、『GMOアプリクラウド』、
『ConoHa』、『ラピッドサイト』、『GMO Cloud』、『IQcloud』、

『ロリポップ！』、『heteml』、『Sqale』などで展開する専用サー
バー、共用サーバー、VPS、クラウドの提供・運用・管理・保守を行
うホスティングサービス

ＥＣ支援事業

・『カラーミーショップ』、『MakeShop』、『Jugem Cart』で展開す

る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運営

・Web制作・運営支援・システムコンサルティングサービス

セキュリティ事
業

・『クイック認証SSL』、『企業認証SSL』などのSSLサーバー証明書、
『コードサイニング証明書』、『PDF文書署名用証明書』、『クライ
アント証明書』などの電子証明書発行サービス

決済事業
・通販・EC事業者向け『PGマルチペイメントサービス』、自治体向け
『公金クレジットカード決済サービス』、スマートフォン向け
『ソーシャルアプリ決済サービス』といった決済処理サービス

アクセス事業
・『GMOとくとくBB』、『interQ MEMBERS』、『ZERO』などのインター

ネット接続サービス
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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

・ブログ（『ヤプログ！』、『JUGEM』等）、インターネットコミュ
ニティ（『freeml』、『ブクログ』等）、電子書籍作成・販売支援
『パブー』、ファッション共有SNS『コーデスナップ』などのイン
ターネットメディアの開発、運営

・SEMメディア事業

日本語キーワード『JWord』の運営・販売、SEOの販売

・アドネットワーク事業

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・モバイル広告、検索連動型広告、成果報酬型
広告等の販売

・企画広告制作サービス

その他
・インターネットリサーチシステムの提供・リサーチモニターの管
理・運営『infoQ ネットワークパネル』など

インターネット証
券事業

インターネット
証券事業

・オンライン証券取引、外国為替証拠金取引サービス等の運営

ソーシャル・ス
マートフォン関連
事業

スマートフォン
ゲーム事業

・ソーシャルアプリ開発・運営の支援
・スマートフォン向けのゲームアプリマーケット『Gゲー』の展開

くまポン事業 ・共同購入型クーポンサイト『くまポン』の運営

インキュベーショ
ン事業

ベンチャーキャ
ピタル事業

・インターネット関連企業を中心とした未上場会社への投資事業

　

①　ＷＥＢインフラ・ＥＣ事業

　当該セグメントにおいては、インターネットビジネスを手掛けるお客様のビジネス基盤となるサービ

スを提供しております。インターネットにおける住所となる「ドメイン」、データを保管するための

「サーバー」、ネットショップ導入のためのシステムを提供する「ＥＣ支援」、ECをはじめとした「決

済」、これら取引の安全を図る「セキュリティ」などの事業です。これら５大商材全てを当社グループ

において開発・提供しており、いずれも国内トップシェアを有しております。当該セグメントの各事業

別の業績は下記のとおりです。

１）ドメイン取得事業

　当該事業では、顧客基盤の拡大を継続しております。当第３四半期連結累計期間のドメイン登録・更

新数は281万件（前年同期比10.6％増）、当第３四半期連結会計期間末の管理累計ドメイン数は407万件

（前年同期比17.7％増）と伸長を続けております。これらの結果、売上高は3,429百万円（前年同期比

7.8％増）となっております。

２）レンタルサーバー事業

　当該事業では、お客様の利用ニーズの高度化・多様化に対応するため、専用サーバー、共用サー

バー、VPS、クラウドの各サービスにおいて、多ブランド展開を行なっております。中でも、ソーシャ

ルゲームの開発・運営に特化したクラウドサービス『GMOアプリクラウド』はスマートフォンの普及に

よるモバイルゲーム市場の拡大もあり、当該事業の成長を牽引しております。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の契約件数は71.0万件（前年同期比6.7％増）、売上高

は10,234百万円（前年同期比10.5％増）となっております。

３）ＥＣ支援事業

　当該事業では、ネットショップ事業者向けにASPカートサービスを提供しております。EC市場の拡大

とともに顧客基盤を拡大させており、当第３四半期連結会計期間末の有料店舗数は6.8万（前年同期比

10.5％増）、当第３四半期連結累計期間の流通総額は1,387億円（前年同期比12.0％増）となりまし

た。これらの結果、売上高は2,563百万円（前年同期比32.3％増）となっております。

４）セキュリティ事業
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　当該事業では、代理店を通じた拡販によりSSLサーバー証明書市場におけるシェアを国内外で拡大さ

せております。国内においては2012年５月以降シェア１位を継続し、海外においては当第３四半期連結

累計期間の発行枚数が10.9万枚（前年同期比57.0％増）と順調に拡大しております。これらの結果、売

上高は1,949百万円（前年同期比32.4％増）となっております。

５）決済事業

　当該事業では、GMOペイメントゲートウェイを中核として、決済サービスを提供しております。当第

３四半期連結累計期間においても、引き続き顧客基盤（加盟店数）および流通額（決済処理件数、決済

処理金額）の増大のため、集客支援サービスによる加盟店の売上向上などに取り組んでまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の加盟店数は4.4万件（前年同期比13.8％増）となり、売

上高は4,329百万円（前年同期比22.2％増）となっております。

　以上、各事業においてシェアが拡大した結果、これらを含めたＷＥＢインフラ・ＥＣ事業セグメント

の売上高は28,226百万円（前年同期比27.7％増）、営業利益は3,929百万円（同21.7％増）と大きく伸

長いたしました。

 

②　インターネットメディア事業

　当該セグメントにおいては、インターネットビジネスを手掛けるお客様の集客支援サービスを提供し

ております。Yahoo!、Googleといった検索エンジンを通じた集客の効率化を図る「検索関連」、ネット

広告を提供する「広告代理」、また自社メディアの運営などを展開しております。当該セグメントの各

事業別の業績は下記のとおりです。

１）インターネットメディア・検索関連事業

　当該事業では、SEOといった従来の事業領域に加え、本年度よりスマートフォン向けのメディア開

発、リワード広告を本格化させております。これらの結果、売上高は7,570百万円（前年同期比3.0％

増）となっております。

２）広告代理事業

　当該事業では、GMOアドパートナーズを中核として、メディアレップとエージェンシー機能を有する

総合的なネット広告サービスを提供しております。ネット広告業界では、ディスプレイ広告において純

広告からアドネットワーク広告へ、またデバイスではフィーチャーフォンからスマートフォンへ、とい

うシフトが続いております。こうした中、当第３四半期連結累計期間においては、フィーチャーフォン

の落ち込みはあったものの、PC・スマートフォンともにリスティング広告、運用型ディスプレイ広告が

引き続き好調に推移いたしました。また、利益率向上のため、自社商材の開発に注力してまいりまし

た。これらの結果、売上高は13,483百万円（前年同期比20.6％増）と大きく伸長いたしました。

　以上、これらを含めたインターネットメディア事業セグメントの売上高は22,433百万円（前年同期比

14.5％増）、営業利益は1,709百万円（同9.4％増）となりました。

 

③　インターネット証券事業

　当該セグメントにおいては、顧客基盤（取引口座数・預り資産）および取引高の拡大に努めておりま

す。この点、当第３四半期連結会計期間末における当社グループの取引口座数はオンライン証券取引が

18.9万口座（前年同期比28.0％増）、外国為替証拠金取引が45.4万口座（前年同期比19.6％増）と堅調

に拡大しております。また、外国為替証拠金取引における取引高については金融緩和期待もあり、GMO

クリック証券の月次取引高が６・７月と連続して100兆円を超えるなど、高水準で推移しております。

　この取引高の急増は、その８割近くがナロースプレッド（利益率の低い）通貨であるドル円取引であ

り収益貢献が限定的であったこと、さらに急激な円安進行に伴いカバー取引コストが増大したことによ
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り、当社を含めFX事業者各社の収益性が一時的に低下いたしました。しかし、その後のスプレッド拡大

などの施策により、８月以降収益構造は回復しております。

　以上、インターネット証券事業セグメントの売上高は16,377百万円（前年同期比40.1％増）、営業利

益は3,594百万円（同10.0％増）となりました。

　

④　ソーシャル・スマートフォン関連事業

　当該セグメントにおいては、急成長するスマートフォン市場をターゲットに、個人顧客向けのビジネ

スなどの分野に取り組んでおります。当該セグメントの主な事業別の状況は下記のとおりです。

１）スマートフォンゲーム事業

　当該事業では、スマートフォン向けのゲームを展開しており、アプリの開発・運用及びスマートフォ

ン向けのゲームアプリプラットフォーム『Gゲー』の運営を行なっております。モバイルゲーム市場

は、スマートフォンやタブレット型多機能端末の普及によりGoogle Play・App Storeを始めとしたアプ

リ市場を中心に急速に成長しております。

　当第３四半期連結累計期間においては、「幻想のミネルバナイツ」をはじめとした複数の既存タイト

ルが引き続きGoogle Play売上ランキングに定着しております。これらの結果、売上高は3,243百万円

（前年同期比303.4％増）、営業損失は864百万円（前年同期は1,423百万円の営業損失）となっており

ます。

２）くまポン事業

　当該事業では、共同購入型クーポンサイト『くまポンbyGMO』の運営を行なっております。採算性を

重視した事業展開を行なっていることにより新規顧客の獲得が課題となっております。これらの結果、

売上高は1,128百万円（前年同期比8.8％減）、営業損失は10百万円（前年同期は110百万円の営業損

失）となっております。

　これら、ソーシャル・スマートフォン関連事業セグメントの売上高は4,371百万円（前年同期比

114.2％増）と拡大したものの、積極的な事業投資を継続したことにより営業損失は874百万円にとど

まっております（前年同期は1,534百万円の営業損失）。早期の黒字化を目指し、特にスマートフォン

ゲーム事業に注力してまいります。

 

⑤　インキュベーション事業

　当該セグメントにおいては、キャピタルゲインを目的としたインターネット関連企業への投資、事業

拡大への支援、企業価値向上支援を行なっております。当第３四半期連結累計期間では、保有株式の売

却等により、売上高は145百万円（前年同期比85.4％増）、営業利益は20百万円（前年同期は81百万円

の営業損失）となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）　

　当第３四半期連結会計期間末（平成25年９月30日）における資産合計は、前連結会計年度末（平成24

年12月31日）に比べ134,010百万円増加し、409,971百万円（48.6％増）となっております。主たる変動

要因は、現預金が13,883百万円増加（30.4％増）したこと、顧客資産の増加により証券業における諸資

産（証券業における預託金・証券業における信用取引資産・証券業における短期差入保証金・証券業に

おける支払差金勘定）が119,378百万円増加（62.2％増）したことであります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ129,568百万円増加し、

375,110百万円（52.8％増）となっております。主たる変動要因は、証券業における９月末の株主優待

権利取り取引の拡大に備え、手元流動性を高めるため、有利子負債が17,632百万円増加（83.2％増）し

たこと、顧客資産の増加により証券業における諸負債（証券業における預り金・証券業における信用取

引負債・証券業における受入保証金・証券業における受取差金勘定）が107,020百万円増加（57.1％

増）したことであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,442百万円増加し、

34,860百万円（14.6％増）となっております。主たる変動要因は利益剰余金が2,134百万円増加したこ

と（17.1％増）、連結子会社の利益拡大にともない少数株主持分が1,251百万円増加（13.4％増）した

こと、投資有価証券の含み益などによりその他の包括利益累計額が1,056百万円増加したことでありま

す。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末（平成25年９月30日）における現金及び現金同等物は、前連結会計年度

末（平成24年12月31日）に比べ13,048百万円増加し、54,947百万円(31.1％増)となっております。当第

３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動においては989百万円の資金流入(前年同期は437百万円の資金流入)となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益の計上により7,729百万円、減価償却費の計上により3,242百万円の資金

流入があった一方、証券業における諸資産の増加（証券業における預託金の増加、証券業における差入

保証金の増加、証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の減少による資金流出、一方、証券業に

おける預り金及び受入保証金の増加による資金流入）により6,249百万円、法人税等の支払により2,822

百万円の資金流出があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動においては3,130百万円の資金流出(前年同期は1,419百万円の資金流出)となりました。これ

は主に、サーバー設備などの有形固定資産の取得により965百万、ソフトウェアのライセンス更新など

無形固定資産の取得により862百万円、投資有価証券の取得・売却により458百万円の資金流出があった

ことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動においては14,762百万円の資金流入(前年同期は7,847百万円の資金流入)となりました。こ

れは主に、証券業における９月末の株主優待権利取り取引の拡大に備え、手元流動性を高めるため、有

利子負債の純増（短期借入金の増加、長期借入金の返済）により17,614百万円の資金流入があった一

方、配当金の支払により1,178百万円の資金流出額があったことによるものです。
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（４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、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。

　なお、当社は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を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

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』を基本理念に、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、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、Ⅲ．技術力を強みとして、ＦＸ取引高でナンバーワンを誇るインターネット証券

事業、Ⅳ．ソーシャルアプリ事業、スマートフォンゲームプラットフォーム事業及びフラッシュマーケ

ティング事業からなるソーシャル・スマートフォン関連事業、Ⅴ．未公開会社等への投資育成を行うイ

ンキュベーション事業を中心として、総合的なインターネットサービスを提供しております。これらの

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
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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。
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　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。

　

（５）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、０百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月８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 117,806,777 117,806,777
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 117,806,777 117,806,777 ― ―

(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14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。
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第１種優先株主に対する残余財産の分配（定款第15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16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17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. 基準日に関する定款規定は、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. 株主総会の招集に関する定款規定は、種類株主総会の招集にこれを準用する。

4. 株主総会の決議に関する定款規定は、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18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19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
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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20条関係）

当会社は、上記のほか、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】

　

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(5) 【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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年７月１日～
平成25年９月30日

― 117,806,777 ― 100 ― 5,836

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年９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 1,800

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

117,795,600
1,177,956 ―

単元未満株式
普通株式

9,377
― ―

発行済株式総数 117,806,777 ― ―

総株主の議決権 ― 1,177,956 ―

(注) １　単元未満株式には、当社所有の自己株式11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4,700株(議決権47個)が含まれておりま

す。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年９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

1,800 ― 1,800 0.0

計 ― 1,800 ― 1,800 0.0

　

２ 【役員の状況】

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

16/31



第４ 【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。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

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、第３四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25年９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る四半期レビューを受けており

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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 45,718 59,602

受取手形及び売掛金 6,435 7,602

営業投資有価証券 661 776

証券業における預託金 122,914 191,340

証券業における信用取引資産 41,060 82,348

証券業における短期差入保証金 17,824 22,954

証券業における支払差金勘定 10,188 14,723

繰延税金資産 1,816 2,402

その他 8,259 7,296

貸倒引当金 △429 △593

流動資産合計 254,450 388,453

固定資産

有形固定資産 7,246 7,562

無形固定資産

のれん 3,551 3,187

ソフトウエア 3,761 3,913

その他 507 586

無形固定資産合計 7,821 7,687

投資その他の資産

投資有価証券 1,533 2,884

繰延税金資産 3,163 1,675

その他 2,100 2,065

貸倒引当金 △355 △357

投資その他の資産合計 6,441 6,267

固定資産合計 21,510 21,517

資産合計 275,960 409,971

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,283 2,593

短期借入金 8,792 27,150

未払金 6,141 9,275

証券業における預り金 11,245 24,072

証券業における信用取引負債 35,702 70,880

証券業における受入保証金 136,616 196,836

証券業における受取差金勘定 4,018 2,813

未払法人税等 1,470 922

賞与引当金 336 404

役員賞与引当金 219 69

前受金 3,479 3,780

預り金 13,118 14,754

その他 4,506 4,410

流動負債合計 227,932 357,965
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

固定負債

長期借入金 12,401 11,676

繰延税金負債 25 31

その他 4,354 4,128

固定負債合計 16,781 15,836

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 828 1,309

特別法上の準備金合計 828 1,309

負債合計 245,542 375,110

純資産の部

株主資本

資本金 3,000 100

資本剰余金 5,836 8,736

利益剰余金 12,509 14,643

自己株式 △0 △0

株主資本合計 21,344 23,479

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △199 683

繰延ヘッジ損益 △52 △42

為替換算調整勘定 △21 141

その他の包括利益累計額合計 △273 782

新株予約権 22 22

少数株主持分 9,323 10,575

純資産合計 30,418 34,860

負債純資産合計 275,960 409,971
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 54,057 69,993

売上原価 22,678 30,171

売上総利益 31,379 39,822

販売費及び一般管理費 24,794 31,208

営業利益 6,584 8,613

営業外収益

受取利息 6 5

受取配当金 30 24

為替差益 － 52

持分法による投資利益 22 66

匿名組合投資利益 183 －

その他 137 195

営業外収益合計 379 344

営業外費用

支払利息 244 249

その他 154 159

営業外費用合計 399 409

経常利益 6,564 8,549

特別利益

投資有価証券売却益 160 16

関係会社株式売却益 150 －

負ののれん発生益 532 －

持分変動利益 6 7

その他 8 1

特別利益合計 858 25

特別損失

固定資産除却損 126 33

減損損失 64 250

事務所移転費用 76 51

金融商品取引責任準備金繰入額 144 480

その他 36 29

特別損失合計 447 845

税金等調整前四半期純利益 6,975 7,729

法人税、住民税及び事業税 2,435 2,157

法人税等調整額 733 618

法人税等合計 3,168 2,775

少数株主損益調整前四半期純利益 3,806 4,953

少数株主利益 1,096 1,196

四半期純利益 2,710 3,756
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,806 4,953

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △86 921

繰延ヘッジ損益 △70 9

為替換算調整勘定 △1 274

その他の包括利益合計 △158 1,205

四半期包括利益 3,648 6,158

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,517 4,813

少数株主に係る四半期包括利益 1,131 1,345
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
 至 平成25年９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 6,975 7,729

減価償却費 2,112 3,242

減損損失 64 250

のれん償却額 968 1,035

投資有価証券売却損益（△は益） △160 △16

関係会社株式売却損益（△は益） △150 －

受取利息及び受取配当金 △36 △29

支払利息 244 249

売上債権の増減額（△は増加） △354 △720

仕入債務の増減額（△は減少） 250 381

証券業における預託金の増減額(△は増加) △32,861 △68,425

証券業における差入保証金の増減額(△は増加) 4,519 △5,130

証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定
の増減額

△3,869 △5,740

証券業における預り金及び受入保証金の増減額
(△は減少)

29,710 73,047

預り金の増減額（△は減少） △2,180 1,621

その他 △2,819 △3,473

小計 2,412 4,021

利息及び配当金の受取額 20 41

利息の支払額 △239 △250

法人税等の支払額 △1,755 △2,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 437 989

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 △994 △965

無形固定資産の取得による支出 △1,024 △862

投資有価証券の取得による支出 △105 △509

投資有価証券の売却による収入 185 51

関係会社株式の取得による支出 △248 △261

関係会社株式の売却による収入 157 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△150 △11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

1,312 －

その他 △551 △572

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,419 △3,130

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 46,900 97,300

短期借入金の返済による支出 △37,525 △77,100

長期借入れによる収入 2,800 2,000

長期借入金の返済による支出 △1,944 △4,585

配当金の支払額 △1,295 △1,178

少数株主への配当金の支払額 △318 △593

その他 △768 △1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,847 14,762

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,877 12,862

現金及び現金同等物の期首残高 32,743 41,899
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 36 185

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 39,656 ※ 54,947

EDINET提出書類

ＧＭＯインターネット株式会社(E05041)

四半期報告書

23/31



【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

　連結の範囲の重要な変更

当第３四半期連結会計期間において、連結子会社であるＧＭＯメディアホールディングス株式会社は当社と

の吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

　

【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

(減価償却方法の変更)

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。　

　

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 　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

は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金 43,575百万円 59,602百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△305 〃 △105　〃

拘束性預金 △3,613 〃 　△4,548　〃

現金及び現金同等物 39,656百万円 54,947百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日)

　

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年２月８日
取締役会

普通株式 589 5 平成23年12月31日 平成24年３月12日 利益剰余金

平成24年５月７日
取締役会

普通株式 353 3 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

平成24年８月６日
取締役会

普通株式 353 3 平成24年６月30日 平成24年９月24日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月２日
取締役会

普通株式 353 3 平成24年９月30日 平成24年12月21日 利益剰余金

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

　

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年２月６日
取締役会

普通株式 471 4 平成24年12月31日 平成25年３月11日 利益剰余金

平成25年５月７日
取締役会

普通株式 353 3 平成25年３月31日 平成25年６月25日 利益剰余金

平成25年８月１日
取締役会

普通株式 353 3 平成25年６月30日 平成25年９月24日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月30日
取締役会

普通株式 471 4 平成25年９月30日 平成25年12月24日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成25年２月18日開催の取締役会において、平成25年３月24日開催の第22回定時株主総会

に、資本金の額の減少について付議することを決議し、同定時株主総会にて承認可決され、平成25年

４月30日付でその効力が発生しております。これにより資本金が2,900百万円減少し、その他資本剰余

金が同額増加しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年9月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

ＷＥＢイン
フラ・ＥＣ

事業

インター
ネットメ
ディア事

業

インター
ネット証
券事業

ソーシャ
ル・ス
マート
フォン関
連事業

インキュ
ベーション

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 21,734 18,519 11,688 2,036 78 54,057 － 54,057

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

376 1,068 － 4 － 1,449 △1,449 －

計 22,111 19,587 11,688 2,041 78 55,506 △1,449 54,057

セグメント利益又は
損失（△）

3,228 1,561 3,266 △1,534 △81 6,441 143 6,584

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額143百万円は、セグメント間内部取引消去であります。

　　　 ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

 「インターネット証券事業」セグメントにおいて、連結子会社であるＧＭＯクリックホールディングス

株式会社がＦＸプライム株式会社（現：株式会社ＦＸプライムbyＧＭＯ）の株式を取得したことに伴う負

ののれんの発生益が532百万円発生しております。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

ＷＥＢイン
フラ・ＥＣ

事業

インター
ネットメ
ディア事

業

インター
ネット証
券事業

ソーシャ
ル・ス
マート
フォン関
連事業

インキュ
ベーション

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 27,759 21,344 16,377 4,366 145 69,993 － 69,993

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

467 1,088 － 5 － 1,560 △1,560 －

計 28,226 22,433 16,377 4,371 145 71,554 △1,560 69,993

セグメント利益又は
損失（△）

3,929 1,709 3,594 △874 20 8,379 234 8,613

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額234百万円は、セグメント間内部取引消去であります。

　　　 ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
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（固定資産に係る重要な減損損失）

　「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」セグメントにおいて、固定

資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は当第３四半期連結累計期間におい

て、「ソーシャル・スマートフォン関連事業」194百万円、「インターネット証券事業」44百万円であ

ります。

　

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度末（平成24年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分 種類 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価 評価損益

店頭

外国為替証拠金取引 　 　 　 　

　　売建 295,606 － △2,881 △2,881

　　買建 289,558 － 9,039 9,039

クーポンスワップ 245 － △43 △43

合計 － － 6,114 6,114

(注)　時価の算定方法

連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。

　

当第３四半期連結会計期間末（平成25年９月30日）

　対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなってお

り、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。なお、ヘッジ会計が適用されてい

るデリバティブ取引は除外しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分 種類 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価 評価損益

店頭

外国為替証拠金取引 　 　 　 　

　　売建 552,277 － 4,789 4,789

　　買建 540,510 － 7,116 7,116

クーポンスワップ 2 － 2 0

合計 － － 11,908 11,905

(注)　時価の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の直物為替相場により算定しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

(１)１株当たり四半期純利益金額 23円00銭 31円89銭

 　(算定上の基礎) 　 　

　四半期純利益金額(百万円) 2,710 3,756

　普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

　普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,710 3,756

　普通株式の期中平均株式数(株) 117,805,093 117,805,056

(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 31円50銭

　 (算定上の基礎) 　 　

　 四半期純利益調整額(百万円) － △45

　 (うち連結子会社の潜在株式による調整額) (－) (△45)

　 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
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

(注) 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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。
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２ 【その他】

　平成25年８月１日開催の取締役会において、平成25年６月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され

た株主に対し、次のとおり第２四半期配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 　 353百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　 　 　     　 ３円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成25年９月24日

　

　平成25年10月30日開催の取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され

た株主に対し、次のとおり第３四半期配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 　 471百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　 　 　     　 ４円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成25年12月24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。
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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   松　野　　雄一郎　　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   

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成２５年１１月８日

ＧＭＯインターネット株式会社

取締役会  御中

　

　

　

　

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
ＧＭＯインターネット株式会社の平成２５年１月１日から平成２５年１２月３１日までの連結会計年度の第
３四半期連結会計期間(平成２５年７月１日から平成２５年９月３０日まで)及び第３四半期連結累計期間
(平成２５年１月１日から平成２５年９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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び
注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
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２５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成
績及びキャッシュ・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。
　
利害関係
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

31/31


	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

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３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)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４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及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更
	会計方針の変更等
	注記事項
	セグメント情報


	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

