
当社では、2014年12月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された当社株式を1単元（100株）以上保有している
株主様を対象に、株主優待を実施しております。なお、本優待の換金、第三者への譲渡はできません。

株主優待制度のご案内

優待
2

3,000円分のポイント　プレゼント

GMOクリック証券手数料キャッシュバック

対象となる株主様1名につき、以下に記載した優待品AかBのいずれか一方をお選びいただくことができます。

対象となる株主様がGMOクリック証券で、対象のお取引を行った場合の手数料相当額をキャッシュバックいたします。

優待
1

1 買付手数料キャッシュバック
GMOクリック証券におけるGMOペパボの株式について、対象期間中に
生じた買付手数料をキャッシュバックいたします。
対象取引： 現物取引、信用取引
対象期間： 2015年4月1日（水）～ 2015年9月30日（水）

2 売買手数料キャッシュバック
GMOクリック証券における対象取引の売買手数料について、3,000円を
上限に対象期間中に生じた手数料相当額をキャッシュバックいたします。
対象取引： 現物取引、信用取引、先物・オプション取引、FXネオ取引、くりっく365取引
対象期間： 2015年4月1日（水）～ 2015年9月30日（水）

「おさいぽポイント」3,000ポイント
（3,000円相当）
サービス利用料のお支払いの際に、1ポイント1円として代金に充当で
きるポイントです。
当社グループのサービスをご利用されたい方
は、こちらのポイントがおすすめです。

「GMOとくとくポイント」3,000ポイント
（3,000円相当）
オンラインショッピングモール「 カラメル」出店店舗など、「GMOと
くとくポイント」加盟店での商品購入の際、1ポイント1円として代金
に充当できるポイントです。
ネットショッピングを楽しみたい方は、こち
らのポイントがおすすめです。

当社グループのサービスをご利用されたい方 ネットショッピングを楽しみたい方

A B

カラメルは、商品数約1,700万点！
トレンドから掘り出し物まで欲し
い物が見つかるショッピングモー
ルです。ファッション、家電、グ
ルメ、書籍、日用品など、3万8,000
店舗のショップから購入すること
ができます。

オンラインショッピングモール「             」「おさいぽポイント」をご利用いただけるサービス

【お問い合わせ先】
GMOペパボ株式会社 株主優待事務局 MAIL ir@pepabo.com WEB http://pepabo.com03-5456-3021TEL

※10：00～17：00（土日・祝日及び休業日を除く）

2015年4月1日午前0時より、株主優待発行ページのシステムメンテナンスを予定しております。詳しくは、株主優待発行ページをご確認下さい。

https://pepabo.com/ir/bene�t/
詳しくはWEBページをご覧下さい。

ペパボ優待 検 索

2015年4月1日（水）～ 2015年9月30日（水）有効期間

2014年12月期　報告書
（2014.1.1～2014.12.31）

証券コード：363 3



売上高 営業利益 経常利益

※会社分割による100％子会社を設立したことにより、2012年12月期第2四半期決算から、連結決算へ移行いたしました。
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多彩な機能と複数サイト運営
可能な大容量のサーバー環
境を備えたクリエーター・上
級者向け高機能レンタル
サーバーです。

ヘテムル

充実した支援ソフトやマニュ
アルによって、専門的知識が
ない方でも簡単にホーム
ページが作成できる初心者
向けレンタルサーバーです。

ロリポップ！

ホスティング EC支援 コミュニティ

誰でも気軽に開店できる価格
帯と、多彩な付加機能で初
心者から上級者までご利用が
可能な国内最大のショッピン
グカートASPサービスです。

カラーミーショップ

“デザインで選ぶブログサービ
ス”をコンセプトに、使いやす
さとカスタマイズ性の高さが
特徴のブログサービスです。

ジュゲム

インターネット上に自分専用
の本棚を作成し、書評やお
すすめ度を共有できるブック
レビューコミュニティサイト
です。

ブクログ

様々なジャンルの作家さまが
心を込めて作ったオリジナリ
ティあふれる作品があつまる
国内最大級のハンドメイド
マーケットです。

ミンネ

インターネットで何かしたいと思った時にそばにある。そんな会社でありたい。
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『 もっと
　おもしろくできる 』

企業
理念

『 インターネットで可能性を
　つなげる、ひろげる 』

ミッション

GMOペパボは2003年の創業以来、
みなさんのインターネットライフをもっとおもしろくする

企業として、多くのサービスを展開しています。
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『 もっと
　おもしろくできる 』

企業
理念

『 インターネットで可能性を
　つなげる、ひろげる 』

ミッション

GMOペパボは2003年の創業以来、
みなさんのインターネットライフをもっとおもしろくする

企業として、多くのサービスを展開しています。

GMOペパボ株式会社
代表取締役社長 佐藤  健太郎

ごあいさつ
株主のみなさまには日頃より温かいご支援をいただき、

ありがとうございます。2014年12月期の事業概況について、
ご報告させていただきます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、金融緩和をはじ
めとした各種政策の効果などを背景に円安株高が進行し、設
備投資の増加や企業収益が徐々に改善されるなど一部に明る
い兆しが見えはじめました。一方、個人消費においては、個
人所得の伸び悩みや円安による物価上昇、さらには消費税増
税などによって依然として不透明な状況で推移いたしました。

しかし、当社グループが事業展開を行うインターネット市
場は、いまだ拡大の傾向にあります。とりわけEC関連市場
においては、個人が売り手となるCtoC（一般消費者間で行
われる電子商取引）分野の成長が著しく、ショッピングカー
トASPサービスの多様化や急速に普及したスマートフォンと
EC市場との親和性の高さと相まって、EC利用人口は今後も
増加基調が続くと予想されます。

このような環境のもと、当社グループは「もっとおもしろ
くできる」を企業理念として掲げ、個人の表現活動を中心と
したインターネットでの活動を幅広く支える企業として事業
展開を行ってまいりました。既存事業の認知度拡大のため

の広告宣伝やEC関連事業を主とする成長分野への積極的な
投資に加え、ホスティング事業においては、個人ユースにと
どまらず、ビジネスユースへ領域の拡大を図りました。また、
各種キャンペーンを積極的に実施し新規顧客獲得を図るとと
もに、オプション機能の拡充やセキュリティ強化などの対応
に注力し、利便性や安全性の向上に努めたことなどから契
約件数は堅調に増加しました。

以上の結果、 当連結会計年度における業績は、 売上高
4,533,716千円（前年同期比8.8％増）、営業利益724,413千
円（同0.2％減）、経常利益742,783千円（同0.1％減）、当
期純利益410,443千円（同0.5％増）となりました。

次期におきましては、国内No.1サービスとなったハンドメ
イド作品のCtoCオンラインマーケット「minne（ミンネ）」
をさらに成長させるべく、プロモーション強化、スマホアプ
リの認知度や機能性の向上に注力いたします。

これからも、インターネットライフをもっとおもしろくする
企業として、全社一丸となってまい進いたします。今後とも、
より一層のご支援をお願いいたします。
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株主のみなさまへ
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売上構成

  今後の事業展開について
2015年度は当期に引き続き、ホスティング事業、EC支援事業、コミュニティ事業

といった既存事業において、有料契約件数の増加や顧客単価のアップ、流通額拡大
などのための施策を継続し、従来のストック型ビジネスモデルを堅実に維持しなが
ら既存事業の安定的成長を目指してまいります。また、中長期の成長角度を上げる
ため、近年注力してまいりましたEC分野おいて、ハンドメイドマーケットサービス

「minne」への積極投資を行ってまいります。
ハンドメイドマーケットは、個性的で既製品にないぬくもりのある品が手頃な価

格で購入できることや、作り手ともつながれることが購入者にとって魅力となってお
り、また、販売者にとっても、作った作品を多くの人に見てもらえる可能性が増え、
販売することで収入を得ることができるなどのメリットがあります。

既に海外のハンドメイドマーケットサービスでは、2005年に開始されたサービス
が2013年には年に1,500億円もの流通を生み出すまでに急成長していることから、
文化や規模の違いはあるものの国内の同様のマーケットにおいても、流通拡大の可
能性が十分にあると考えております。

また、国内でもハンドメイドマーケットサービスが近年盛り上がりをみせている中、
主要4サービスの中で最後発として2012年1月に提供を開始した「minne」は、手 

  2014年のセグメント別施策について
ホスティング事業では、レンタルサーバー各サービスにおいてプランの拡充や様々

なキャンペーンを展開し新規顧客の獲得を図りつつ、機能向上や操作性向上、セキュ
リティの強化などを行ったことにより、レンタルサーバー契約件数は堅調に増加しま
した。レンタルサーバーをはじめとするその他のサービスでの契約件数の順調な増
加に伴いドメインサービスも堅調に推移し、増収増益となりました。

EC支援事業では、「カラーミーショップ」において上期を中心に積極的な広告や
キャンペーンなどによる新規顧客の獲得を図るとともに、ネットショップ運営におけ
る支援・啓蒙活動として電話サポートをはじめ、日本各地でのECセミナーの開催な
ど直接的なアプローチを行ったことにより、契約件数が堅調に増加しました。また、

「カラメル」では、「minne」の作家の「カラメル」への同時出店が可能になったた
め、出店店舗数は大幅に増加しました。

流通額増加に伴い売上は順調に増加しましたが、広告や新規サービスへの継続
的な投資・開発により減益となりました。

コミュニティ事業では、有料プランである「 JUGEM PLUS」の契約件数は減少し
たものの、スマートフォン向け広告などの調整に加え、オペレーションの大幅な効
率化により大幅な増益となりました。
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連結貸借対照表

流動資産
2,249,266

負債
1,897,817

純資産
1,894,079

有形固定資産
157,660

無形固定資産
253,639

投資その他
の資産
1,131,329

流動資産
3,501,192

負債
2,306,777

4,165,109

売上高

725,745 743,308
408,279

営業利益 経常利益 当期純利益

4,533,716

724,413 742,783
410,443

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

純資産
2,108,204有形固定資産

186,047
無形固定資産
234,840
投資その他
の資産
492,901

連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

1,033,396

1,528,834

営業活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物の
期首残高

2,108,405

現金及び
現金同等物の
期末残高

△201,671

投資活動による
キャッシュ・
フロー

△252,154

財務活動による
キャッシュ・
フロー

数料の安さや利便性、ユーザー目線の運営や当社の持つ技術力による安定した
運用などから2014年9月に作品数No.1となり、国内最大級のサービスへと成長
しております。

一方で、「minne」のサービス閲覧者における利用デバイスの内訳は、PCや
スマートフォンのブラウザに比べ、スマホアプリからの利用が12%とまだまだ低
い現状があります。スマホアプリはブラウザに比べ表示速度や利便性の面で優
れており、特に、プッシュ通知を用いてユーザーに対してダイレクトに情報を提
供できることなどから、一般的にブラウザよりも継続利用率が高いと言われてお
ります。このことから、スマホアプリの普及と利用率を上げることが最優先課題
と考え、今回の積極投資においてTVCMやハンドメイド大賞の開催などによる認
知度向上のためのプロモーションと、アプリの機能追加や利便性の向上などを
スピーディーに進めるための開発体制についての強化を図ります。

以上の取り組みにより、「minne」の流通額の増加とサービス規模の拡大を図
り、オンラインのハンドメイド・クラフト市場において巨大なものづくり経済圏
構築を牽引できるサービスを目指してまいります。

  株主還元について
当社グループは、事業の成長に基づく中長期的な株式価値の向上とともに、

株主のみなさまへの利益還元を重要な経営課題と位置づけ、配当性向40％以
上を基本とした業績に連動した配当の実施を基本方針としております。

この方針に基づき、2014年度12月期の配当は、期末配当金1株当たり135円
を実施させていただきます。

2015年12月期の配当につきましては、「minne」に経営資源を集中し、積極
的な投資を機動的に実施するため、業績等を考慮し今後決定する予定です。

また、2011年より開始した株主優待制度のご利用を通じて、引き続き株主の
みなさまへ当社グループのサービスに親しんでいただく機会をご提供できれば
と考えております。

今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻
のほど、よろしくお願いします。

2012年12月期

2013年12月期

2014年12月期

135

135

135

45.1

44.0

44.5

1株当たり配当金（円） 配当性向（％）

スマホアプリからの

流通拡大

積極的な
投資

インフラの
整備

人員の投入
→年内50人体制へ
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minne事業部
アプリチーム エンジニア

田代　愛

●「minne」らしいあたたかみのあるデザイン
　アプリではPCと違い画面が制限されてしまうため、作品の見やすさ
と使い勝手の良さにこだわりつつも、ウインドウショッピングのように
作品を眺めているだけでわくわくした気持ちを感じていただけるよう、
「minne」らしいあたたかみのあるデザインは損なわないように工夫し
ました。また、「minne」には、背景を工夫して美しく撮影されている
作品や、細かい部分までこだわって作られている作品ばかりですので、
できる限り画像を大きく表示したり、拡大できるようにしたりと作品を
引き立たせることができるよう、機能面・デザイン面ともにこだわって
作りました。

●アプリなら作品の公開がより気軽に
　アプリはPC版とほぼ同様の機能をご利用いただけますが、より気軽
に、スピーディに「minne」をお楽しみいただけると思います。例えば、
人気のある作家さまは、作品の販売が開始されてもすぐに売り切れて
しまうことがあるのですが、見逃さないように作品や作家さまを事前に
お気に入りに追加しておくことで、気になったらすぐアプリで販売状況
をチェックしたり、購入したりすることもできます。
　また、作品を展示・販売したいと考えている方であれば、スマートフォ
ンのカメラで作品を撮影して説明文などを記入するだけで作品を公開
できますので、PCをお持ちではない方もご利用いただけます。

●サービスの成長とともに機能強化していきたい
　アプリのユーザーの皆様から特に喜ばれているのが、メッセージの
受信などをお知らせするプッシュ通知なのですが、今後はこういったア
プリならではの機能を特に強化していきたいと思っています。また、ご
要望の声が多い作品のレビュー機能や購入・販売機能のブラッシュアッ
プなども継続して行なっていく予定です。
　「minne」はハンドメイドマーケットとして、作品と人との繋がりだけ
ではなく、人と人との繋がりも生む場所でありたいと思っています。出
品されている作品のすべてにその出会いを生み出すきっかけを提供で
きるよう、より快適なアプリを目指して改善を重ねていきますので、お
使いいただけると嬉しいです。

minne 声担当者の

2011年10月入社
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ハンドメイドマーケットminne（ミンネ）では、手軽にハンドメイド
作品の展示・販売・購入が行なえます。作家のみなさまには手軽
に作品を発表し販売できる場を、一点ものや個性豊かなアイテムを
買いたい人には新しいハンドメイド作品との出会いを、それぞれ
minneが提供しています。

作品登録や注文状況の確認・在庫の管理など、作家さまに必要な機能をひ
と通り備えているので、スマートフォンからも手軽に作品を公開・販売できます。

注文が入ったり、自分の作品がお気に入り登録されたりす
るとプッシュ通知でお知らせが届くので、リアルタイムで対応が可能です。
ちょっとしたコミュニケーションも「メッセージ」機能で気軽に行えるので、利用者同士で
の交流も深まります。

日本最大級のハンドメイドマーケット

スマートフォンでもお楽しみいただけます。

いつでもどこでもハンドメイド作品を楽しめる、minneのスマートフォンアプリ。
作る人も買う人も、シンプルな操作性で便利に安心してご利用いただけます。

売りたい人

http://minne.comミンネ

ミンネ アプリ 検 索

minneには一点もののハンドメイド作品が87万点（※）以上揃っており、毎日どんどん新し
い作品が公開されているので、自分に合ったぴったりの作品がきっと見つかります。

気に入った作品は「お気に入り」に入れておくことで、いつで
もどこでもチェックでき、好きな作家さまを見つけたら「フォ
ロー」することで新作情報もメールで受け取れます。
また、多彩な決済方法をご用意しており、決済はminneが仲
介しますので、安心してお買い物が楽しめます。

買いたい人

※2015年2月4日時点

特集　担当者の声



ペパボ IR

検 索

http://pepabo.com/ir/

IRサイト
のご案内

◦社　　名	 GMOペパボ株式会社

◦本　　社	 〒150-8512
	 東京都渋谷区
	 桜丘町26番1号
	 セルリアンタワー

◦設 立 日		 2003年1月10日

◦資 本 金		 1億5,967万円

◦従業員数	 208名

◦事業内容		 ホスティング事業
	 EC支援事業
	 コミュニティ事業

◦グループ会社
　株式会社ブクログ（連結）
　株式会社ペーパーボーヤ（非連結）

◦役　　員

　取締役会長	 熊　谷　正　寿

　代表取締役社長	 佐　藤　健太郎

　取締役	 久保田　文　之

　取締役	 河　添　　　理

　取締役	 永　椎　広　典

　取締役	 星　　　隼　人

　取締役	 五十島　啓　人

　取締役	 神谷		アントニオ

　取締役	 西　山　裕　之

　取締役	 伊　藤　　　正

　常勤監査役	 金　治　　　昭

　監査役	 安　田　昌　史

　監査役	 竹　内　　　朗

◦発行可能株式総数 1,500,000株
◦発行済株式総数 1,358,650株
◦株主数 1,934名

◦大株主 持  株  数 持株比率

GMOインターネット株式会社 830,000株 62.16％

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR：
FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

65,000株 4.87％

GMOアドパートナーズ株式会社 27,000株 2.02％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 15,100株 1.13％

片岡　勝典 13,000株 0.97％

吉田　真士 12,000株 0.90％

佐藤　健太郎 10,500株 0.79％

谷口　悌一 10,000株 0.75％

松田　博 9,600株 0.72％

大野木　弘 8,000株 0.60％

（注）持株比率は、自己株式（23,323株）を控除して計算しております。

事業年度 1月1日から12月31日まで

配当金受領株主確定日 12月31日

定時株主総会 毎事業年度終了後3ヶ月以内

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号
TEL 0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所（JASDAQスタンダード）

公告の方法
電子公告により行う。公告掲載URL  http://pepabo.com/ir/

（ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が
生じたときは、日本経済新聞に公告いたします）

（ご注意）
１	．株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口
座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株
主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
２．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式についてのご案内（株主メモ）ホスティング事業部

minne事業部

EC事業部

本社事業部

経営管理部

経営戦略部

内部監査室

国際化推進部

株
主
総
会

取
締
役
会

代
表
取
締
役
社
長

監
査
役
会

◦組 織 図（2015年1月末時点）
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当社では、2014年12月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された当社株式を1単元（100株）以上保有している
株主様を対象に、株主優待を実施しております。なお、本優待の換金、第三者への譲渡はできません。

株主優待制度のご案内

優待
2

3,000円分のポイント　プレゼント

GMOクリック証券手数料キャッシュバック

対象となる株主様1名につき、以下に記載した優待品AかBのいずれか一方をお選びいただくことができます。

対象となる株主様がGMOクリック証券で、対象のお取引を行った場合の手数料相当額をキャッシュバックいたします。

優待
1

1 買付手数料キャッシュバック
GMOクリック証券におけるGMOペパボの株式について、対象期間中に
生じた買付手数料をキャッシュバックいたします。
対象取引： 現物取引、信用取引
対象期間： 2015年4月1日（水）～ 2015年9月30日（水）

2 売買手数料キャッシュバック
GMOクリック証券における対象取引の売買手数料について、3,000円を
上限に対象期間中に生じた手数料相当額をキャッシュバックいたします。
対象取引： 現物取引、信用取引、先物・オプション取引、FXネオ取引、くりっく365取引
対象期間： 2015年4月1日（水）～ 2015年9月30日（水）

「おさいぽポイント」3,000ポイント
（3,000円相当）
サービス利用料のお支払いの際に、1ポイント1円として代金に充当で
きるポイントです。
当社グループのサービスをご利用されたい方
は、こちらのポイントがおすすめです。

「GMOとくとくポイント」3,000ポイント
（3,000円相当）
オンラインショッピングモール「 カラメル」出店店舗など、「GMOと
くとくポイント」加盟店での商品購入の際、1ポイント1円として代金
に充当できるポイントです。
ネットショッピングを楽しみたい方は、こち
らのポイントがおすすめです。

当社グループのサービスをご利用されたい方 ネットショッピングを楽しみたい方

A B

カラメルは、商品数約1,700万点！
トレンドから掘り出し物まで欲し
い物が見つかるショッピングモー
ルです。ファッション、家電、グ
ルメ、書籍、日用品など、3万8,000
店舗のショップから購入すること
ができます。

オンラインショッピングモール「             」「おさいぽポイント」をご利用いただけるサービス

【お問い合わせ先】
GMOペパボ株式会社 株主優待事務局 MAIL ir@pepabo.com WEB http://pepabo.com03-5456-3021TEL

※10：00～17：00（土日・祝日及び休業日を除く）

2015年4月1日午前0時より、株主優待発行ページのシステムメンテナンスを予定しております。詳しくは、株主優待発行ページをご確認下さい。

https://pepabo.com/ir/bene�t/
詳しくはWEBページをご覧下さい。

ペパボ優待 検 索

2015年4月1日（水）～ 2015年9月30日（水）有効期間

2014年12月期　報告書
（2014.1.1～2014.12.31）

証券コード：363 3




