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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。
当社グループは“コトをITで変えていく。”という理念のもと、あ

らゆる人に新たな体験価値を、ITサービスを通じて提供し、グ
ループ一丸となってシナジーを生み出し、日本初・世界初の「はじ
めて」を追い求めるべく、様々なITサービスを展開しております。

2019年度は、クラウド・ホスティング事業の新規サービスが
好調に推移したこと、SSLサーバ証明書の販売が国内外ともに
堅調に成長したことにより、前年比で増収増益となりました。

また、IoTを中心に、次の成長に向けた新しいサービスの開
発とその収益化を推進してまいりました。そのなかでも電子契
約サービスや海外における電子署名サービスは、市場の拡がり
をみせるなか、着実に投資の成果を出しはじめております。

2020年度は、セキュリティ事業においては、中国をはじ
めインドや南米など新興市場への販売を推進していくほか、
カークラウド事業の合弁化により国内外市場における事業開
発をスピードアップさせるなど、グ
ローバルに事業拡大を図っていくこと
で企業価値の持続的な向上に取り組
んでまいります。

今後ともより一層のご理解と
ご支援をいただけますようお願
い申し上げます。

グローバルなＩＴサービスで
持続的な成長を目指す

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27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上げます。さて、2020
年３月23日開催の当社第27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、ご通知申し上げます。

敬 具
報告事項 1.  第27期（2019年１月１日から2019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27期（2019年１月１日から2019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46円59銭となります。

第2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、青山満氏、熊谷正寿氏、中條
一郎氏、閑野倫有氏、唐澤稔氏、増田義弘氏、山田裕
一氏、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３号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり、中嶋昭彦氏、水上洋氏および岡
田雅史氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて
第27期期末配当金のお支払いについては、同封の「第27期期末配当金
領収証」により、払い渡しの期間（2020年3月24日から2020年4月30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
ようお願い申し上げます。
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
お願い申し上げます。
なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に､「第27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。
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■ 営業利益／■ 親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円）

2016年 2017年 2018年

845
1,061

1,408 1,439

2020年（計画）2019年

490
635

956 1,073 1,132

1,542

■ １株当たり配当額 （円）　○ 配当性向 （%）

46.59 49.13

41.5241.52

21.25

50.050.050.050.0
50.050.0 50.050.0

27.60

50.050.0

2016年 2017年 2018年 2020年（計画）2019年

当社の
最新情報は https://ir.gmocloud.com/ir/

検 索

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 932名 （単体：391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
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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
サービス等の提供

事業内容▶O2Oスマホアプリ、
ネットワークエンジン、電子契
約サービス他、AIおよびIoTに
関連するサービスの提供

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

ソリューション事業

セキュリティ事業

クラウド・ホスティング事業

GMOクラウドの事業領域

コトをITで変えていく。

「hakaru.ai byGMO」が
2019年度グッドデザイン賞を受賞

マネージドサービス
「CloudCREW」を開始

「GMOオンライン本人確認サービス
顔認証eKYC」リリース

電子契約サービスの導入実績が3,700件突破

「hakaru.ai byGMO」は、 メー
ターをスマートフォンで撮影するだ
けで、AIで画像を認識して値を読
み取り、自動で台帳記入までを行
うサービスです。2019年度は利
用現場における低コストでの業務
効率化の実現性が高く評価され

「グッドデザイン賞」（業務用ソフト
ウェアカテゴリー）を受賞いたしま
した。

CloudCREW（クラウドクルー）は、AWSをはじめとした各
種クラウドサービスのスムーズな導入支援から設計・構築、
監視・運用・保守に至るすべてのフェーズで、お客さまの
要件に沿ったきめ細かいサポートをいたします。

eKYCとは「electronic Know Your Customer」の略称で、
銀行口座の開設、不動産の契約、古物商での取引などにお
いて必要となる本人確認をオンラインで行う仕組みです。ス
マートフォンなどのカメラで本人確認書類と自分の顔を同時
に撮影して送信するだけで、法律に則った本人確認が可能と
なります。

「GMOオンライン
本人確認サービス 
顔認証eKYC」は金
融業界を中心に導
入を進めています。

「GMO電子契約サービス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。2019年度は締結数の多い大口契約を獲得し、業績は
好調に推移しました。また導入社数も順調に増加し、前年に
比べ倍増の3,700件超となりました。 2012年に国内シェアでNo.1を獲得

して以来、順調にシェアを拡大し、
2019年6月4日をもって50％を突破
いたしました。世界ではベルギー、デ
ンマーク、トルコ、ロシア、ブラジル
など12カ国でシェアNo.1※です。

50.2%

当社のクラウドを基盤に、
「業務効率化・高付加価値化」の
ソリューションを提供

国内シェア第1位のSSLを中心とした
各種電子認証サービスを提供

販売実績20年以上
レンタルサーバーからクラウドまで
幅広いラインナップを提供

Pick up Pick up

Pick up

アカウント数推移

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 3Q
20182017 2019

2Q 4Q

2019年12月期
売上高

13,109
百万円

※

1,013百万円
7.7%

5,611百万円
42.8%

6,884百万円
52.5%

国内シェア No.1

※調整額としてセグメント間取引消去 400百万円

※出典：Netcraft社「Netcraft SSL Survey」
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