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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。

2021年度は、拡大する電子契約市場を確実にとらえるべ
く、電子印鑑GMOサインを注力事業と位置づけ、積極的に
投資拡大を図ってまいりました。それにより、同サービスの導
入企業数は国内No.1を達成し、契約送信数も順調に拡大い
たしました。また、伸長するパブリッククラウド市場を背景に、
マネージドサービスが重要な安定収益源として着実に成長して
まいりました。

2022年度においても、引き続き、電子印鑑GMOサインに
経営資源を集中していくことで、圧倒的No.1のストックサービ
スへの基盤固めを行い、今後のさらなる事業拡大を図ってまい
ります。さらに、次期成長分野であるDX
事業においても、技術研究と開発活動を
継続し、新たな事業領域への展開を目指
してまいります。

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。

未来の変化に対応できる体制基盤を構築し
持続的な事業成長を目指す

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 26 番１号
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長   青 山 　 満

第29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、2022
年３月19日開催の当社第29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29期（2021年１月１日から2021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29期（2021年１月１日から2021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33円64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。）５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、閑野倫有氏および安田昌史氏の5名が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

第4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。

第5号議案 会計監査人選任の件
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29期期末配当金のお支払いについては、同封の「第29期期末配当金
領収証」により、払い渡しの期間（2022年3月20日から2022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29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。

Financial Data 財務データ

■ 売上高 （百万円）

2018年 2019年

12,738 13,109 13,332 14,046

2021年

15,187

2022年（計画）2020年

■ 営業利益／■ 親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円）

2018年 2019年

1,408 1,439

2021年2020年

956 1,073 1,170

483

1,357
1,171

2022年（計画）

900

1,524

■ １株当たり配当額 （円）　○○ 配当性向 （%）

50.81

33.64
41.5241.52

46.5946.59

50.050.0

80.180.1

50.050.0

50.050.0

2018年 2019年 2021年

39.06

50.050.0

2022年（計画）2020年

https://www.gmogshd.com/ir/
検 索

社 名 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
GMO GlobalSign Holdings 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 996名 （単体：407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）  

会社概要 （2021年12月31日現在）

GMOグローバルサイン・ホールディングス　ir
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2021年12月期
売上高

14,046
百万円

※

966百万円
6.6%

7,721百万円
53.0%

5,875百万円
40.4%

GMOグローバルサイン・ホールディングスの事業領域

コトをITで変えていく。

「GMOおみせアプリ」が
「BOXIL SaaS AWARD 2021 Autumn」で
『BtoCビジネスツール部門』部門賞を受賞 「クラウドVPS byGMO」コンテナ技術

採用の法人向け新サービス『VSシリーズ』を提供

「電子印鑑GMOサイン」は
“記名押印に代わる有効な電子署名”
デジタル庁・法務省・財務省から適法性を確認

大量の雇用契約を安全・便利に一括処理！
人事向け新プラン

「電子印鑑GMOサイン for 人事DX」を提供開始

「GMOおみせアプリ」は、2021年上半期で最もユーザーに評
価されたサービスを表 彰する「BOXIL SaaS（ ※ 1）AWARD 
2021 Autumn」の『BtoCビジネスツール部門』において、部
門賞を受賞しました。

（※1） Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージ
ソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のこと。

「クラウドVPS byGMO」は、お客様のご希望や目的に合わせ
てOSやプログラムを選択することができる自由度の高いVPS

（※2）です。この度新たに提供を開始した『VSシリーズ』は、
GMOグローバルサイン・HDが19年にわたって培ったVPS
提供のノウハウを活かして、サービス品質の高さとお客様の

「安全・安心」を追求した法人向けサービスです。
（※2） VPS（Virtual Private Server）とは、1台のサーバー上に専用サーバーのような独立した

領域（仮想専用サーバー)を動作させることで、共用サーバーの運用の手軽さと、専用
サーバーの高い拡張性・安定性を兼ね備えたレンタルサーバー。

「電子印鑑GMOサイン」はデジタル庁・法務省・財務省によりサービスの適
法性が証明され、官公庁・自治体において、安心してご利用いただけるサー
ビスであることが改めて確認できました。今後「電子印鑑GMOサイン」は官
民問わず多くの業種・業態の方々に、より安心で便利にお使いいただける
サービスとなるべく、機能拡充や導入企業・団体へのサポートを積極的に進
めてまいります。

「電子印鑑GMOサイン for 人事DX」は、「電子印鑑GMOサイン」
の基本プラン『契約印＆実印プラン』に、人事担当者から特にニー
ズの高いオプション機能の『IPアドレス制限』と『画像添付（身分証
添付）』をセットにした人事向け新プランです。大人数との一斉雇
用契約や定期的な雇用契約の一括処理などをオンライン上で安
全・便利に完結することができます。

2021年度よりセキュリティ事業は電子認証・印鑑事業、クラウド・ホスティング事業は
クラウドインフラ事業、ソリューション事業はDX事業にセグメント名称を変更いたしました。

「電子印鑑GMOサイン」はソリューション事業よりセキュリティ事業へ移行しております。

※調整額としてセグメント間取引消去 517百万円

導入企業数

電子契約
サービス

No.1

前年同期比
3.3倍Q4 2021Q1 Q2 Q3 Q4

140,048社
185,832社

226,835社

334,907社

465,407社

企業のクラウド利用を支える・便利にする インターネットの安全を支える

事業内容 ▶
O2O集客支援アプリ制作
サービス・アプリ開発支援

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

■ 「電子印鑑GMOサイン」導入社数推移

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

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

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

DX事業 クラウドインフラ事業

Pick up

Pick up

Pick up

電子認証・印鑑事業
国内シェアNo.1のSSLを
中心とした
各種電子認証サービスを提供

「電子印鑑GMOサイン」の強み

自社開発
グループの
最先端技術

活用
グループの
顧客基盤
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