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当社へのご支援いつも誠にありがとうございます。
2016年は、連結子会社株式譲渡などのグループ再編、

SKUIDをはじめとする新サービスの開発・提供を行いました。
このような状況の下、当連結会計年度の業績は、セキュリ

ティ事業が牽引し、前年比増収増益、また通期計画において
も当初計画を上方修正するなど順調に推移しました。

2017年の当社グループは、“One & 1st”というテーマを掲
げています。“One”とは、当社グループが、｢クラウド・ホスティ
ング｣、｢セキュリティ｣および｢ソリューション｣の３事業を備える
企業として、その強みを活かし、事業
横断的な取り組みを一層強化していくこ
と。“1st”とは、世界初、日本初のサー
ビスにこだわった挑戦を続けることを意
味します。

これまで培ってきた信頼と実績、
技術力を礎にして、IoTをはじめ
とする様々な新しい分野にス
タッフ一丸となって挑戦してま
いります。

2017年、GMOクラウド
グループテーマ“One ＆ 1st”

代表取締役社長

青山　満

株主の皆様へ

株 主 各 位
東京都渋谷区桜丘町2 6 番１号
GMOクラウド株式会社
代表取締役社長 青山　満

第24回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、平成
29年３月18日開催の当社第24回定時株主総会において、下記のとお
り報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具
報告事項 1.  第24期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査
等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

2.  第24期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。
期末配当は、普通株式１株につき21円25銭となります。

第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）12名選任の件
本件は、原案のとおり、熊谷正寿氏、青山満氏、中條一郎
氏、閑野倫有氏、唐澤稔氏、山田裕一氏、増田義弘氏、松
下昇平氏、武信浩史氏、安田昌史氏、伊藤正氏および稲葉
幹次氏の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）に対する役員賞与
支給の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて
第24期期末配当金のお支払いについては、同封の「第24期期末配当金
領収証」により、払い渡しの期間（平成29年３月21日から平成29年４月28
日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいま
すようお願い申しあげます。
口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金の振
込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますよう
お願い申しあげます。
なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に､「第24期期末配当金領
収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」
を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご
確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

201３年

10,014

201４年

10,490

2015年

11,278 11,854 12,000

2017年（計画）2016年

■ 売上高 （百万円）

201３年

946

201４年 2015年

850

480

845
950

2017年（計画）2016年

■ 営業利益 （百万円）

201３年

530

201４年

500

2015年

327

490
550

2017年（計画）2016年

■ 親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円）

201３年

21.25 23.80

14.00
19.00

41.7

45.4

49.8
50.0 50.0

19.50

201４年 2015年 2017年（計画）2016年

■ １株当たり配当額 （円）　○ 配当性向 （%）

Financial Data 財務データ

CLOSE UP

連結子会社である同社の株式を追加取得し、
保有割合を89.8％から100％に引き上げました。

GMOグローバルサインを完全子会社化

IAM事業の連結子会社GMO Globalsign Oy株式を
9月に全て譲渡いたしました。

のれん償却費を大幅削減（四半期で約70百万円）

株主還元の一環として、３月から７月にかけ
自社株買いを実施いたしました。

自社株買いを実施

※2013年の1株当たり配当額については株式分割後の数値を記載

010_0257901302903.indd   1 2017/03/02   15:54:20



United States
of America

United States
of America

ChinaChina
RussiaRussia

JapanJapan
PhilippinesPhilippinesIndiaIndia

BelgiumBelgium

BritainBritain

SingaporeSingapore

NEW!NEW!

UAEUAE

クラウド・ホスティング事業

クラウド件数は4,000件を突破し順調に推移しているものの、既存ホ
スティングサービスは、緩やかに減少傾向にあります。現在、既存
のホスティングサービスの統廃合を実施し、管理運用コストの削減と
販売促進の効率化を図っております。

既存ホスティングブランドの統廃合を実施中

IoT、ITと金融の融合したフィンテックなどの分野で
当社のグループ事業がどのように連携できるかを検
討、実証実験を実施しております。

CTO室を設置し、
新規事業の開発に取り組む1

2016年12月には、世界10カ国目となる拠点を設立
いたしました。今後も、引き続き販売網を拡充してま
いります。

セキュリティ事業、アラブ首長国連邦
ドバイに子会社を設立2

IAM事業

2017年よりIAM事業はセキュリティ事業へ統合
IAM事業の連結子会社GMO Globalsign Oyの株式譲渡にと
もなうものであります。

総務大臣より５月に認可を受け、GMOクリック証券㈱へ提供いたし
ました。

マイナンバー制度対応
オンライン本人確認サービスの開始

セキュリティ事業

インフィニオン社と共同でIoT（モノのインターネット）環境におけるセ
キュリティ実現のための実証実験を実施いたしました。

IoT関連への技術投資、協業加速

社 名 GMOクラウド株式会社／GMO CLOUD K.K.
創 立 1993年12月
代表取締役 青山　満
資 本 金 9億1,690万円
決 算 月 12月
従 業 員 数 833名  （単体：372名）
本社所在地 〒150-8512 

東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー
TEL 03-6415-6100（代表）  
FAX 03-6415-6101

会社概要 （2016年12月31日現在）

売上高 5,653百万円

営業利益 358百万円

事業内容▶クラウドサービス・
共用・VPS・専用・マネージドホ
スティングサービスおよび付随
するアプリケーション等の提供

⃝2016年12月期 

クラウド・ホスティング事業

売上高 5,150百万円

営業利益 977百万円

事業内容▶SSLサーバ証明書・
クライアント証明書等の電子証
明書サービスの提供

⃝2016年12月期 

セキュリティ事業

売上高 1,085百万円

営業利益 ▲76百万円

事業内容▶Webソリューショ
ン、翻訳特化クラウドソーシン
グ、ネットワークエンジン、電
子契約サービス等の提供

⃝2016年12月期 

ソリューション事業

売上高 160百万円

営業利益 ▲419百万円

事業内容▶社内で利用する複
数のIDを一元管理し、セキュリ
ティと利便性の向上を実現する
クラウドサービスを提供

⃝2016年12月期 

IAM事業

GMOクラウドの4事業

250以上の業務アプリケーションを
一つのIDとパスワードで管理が可
能となります。

IDaaS｢IDアクセス管理クラウド
SKUID byGMO｣の提供を12月より開始

Topics  2016年のトピックス

Growth Strategy  2017年の成長戦略

ソリューション事業

従来の実印版に加え、メールアドレ
スがあれば簡単に契約できる「認印
版」の提供を開始いたしました。

GMO電子契約※Agreeサービス強化

※既存の契約形態に変わる｢電子データ＋電子署名｣による新契約形態
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