
当社では、2015年6月30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

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10月1日（木）～ 2016年3月31日（木）

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、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10月1日（木）～ 2016年3月31日（木）

「おさいぽポイント」
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」
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。

カラメルは、商品数約1,400万点！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、
7万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10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10月1日（木）～ 2016年3月31日（木）有効期間

当社グループのサービスをご利用されたい方

A B
ネットショッピングを楽しみたい方

2単元以上保有の株主様 3,000（3,000円相当）ポイント1,500（1,500円相当）ポイント1単元保有の株主様

上限1,500円1単元保有の株主様 上限3,000円2単元以上保有の株主様

証券コード：363 3

2015年12月期　中間報告書
（2015.1.1～2015.6.30）
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リーズナブルな価格帯と、豊
富な種類で、個人の方にも
気軽にご利用いただけるドメ
イン取得サービスです。

ムームードメイン

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！

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
内最大のハンドメイドマー
ケットです。

ミンネ

EC支援

ホスティング

コミュニティ

　　　　　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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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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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。2015年第2四半期の事業概況について、ご報告させて
いただきます。

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済・金融政
策の効果もあり、円安株高基調が継続いたしました。さらに、企業
収益の改善等により設備投資が増加基調であることや、家計所得や
雇用改善を背景とした個人消費の底固い動きなどにより、緩やかな
回復基調が続いております。

一方、国外においては、欧州におけるギリシャの債務問題の深刻化、
新興国の経済成長の鈍化が見られ、景気の先行き不透明感が高まっ
ております。

こうしたなか、当社グループが事業展開を行うインターネット市場に
おきましては、スマートフォンやタブレット端末の普及によって、より
手軽にECを通じた商品の売買ができる環境が整ってまいりました。こ
れにより、BtoC（*1）分野のみならずCtoC（*2）分野においてもEC化率が
高まってきており、EC市場につきましては引き続き拡大傾向にあります。

このような環境のもと、当社グループは「インターネットで可能性
をつなげる、ひろげる」をミッションとして掲げ、インターネットを通
じた個人の表現活動を支える企業として幅広い事業展開を行ってまい
りました。

主力のストック事業につきましては、キャンペーン、広告の展開及
びリアルイベントの開催などによる認知度向上に積極的に取り組み、

新規顧客の獲得を図ったことから、契約数は堅調に推移いたしました。
積極投資を行っているCtoCハンドメイドマーケット「 minne（ミン

ネ）」につきましては、TVCM放映や各種広告などを積極的に行った
ことにより、 当第2四半期連結累計期間におきまして広告宣伝費
605,683千円を計上しております。

以上の結果、 当第2四半期連結累計期間における業績は、 売上
2,662,494千円（前年同期比19.0％増）、営業損失184,064千円（前
年同期間は営業利益309,647千円）、経常損失172,151千円（前年同
期間は経常利益303,323千円）、四半期純損失197,722千円（前年同
期間は四半期純利益166,467千円）となりました。

なお、当連結累計期間におきましては、ストック型ビジネスを中心
とした主力事業が好調に推移したことに加え、「 minne」の流通額も
順調に増加していることから、売上高は当初計画の4,950百万円から
550百万円増（11.1％増）の5,500百万円となる見込みです。

一方で利益につきましては、「 minne」を取り巻く市場環境や現在
行っている積極投資の成果を鑑み、さらに積極的な投資を実施する
ため、当初計画の0百万円から800百万円減の営業損失800百万円、
経常損失800百万円、当期純損失900百万円となる見込みです。

「 minne」への積極投資につきまして、みなさまにはご心配をおか
けしておりますが、スタッフの総力を挙げてやりきる所存でございま
すので、今後ともより一層のご支援をお願いいたします。
＊1　Business to Consumerの略で、企業と一般消費者間の商取引を指します。
＊2　Consumer to Consumerの略で、一般消費者間での商取引を指します。

GMOペパボ株式会社
代表取締役社長 佐藤  健太郎
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ホスティング
事業
64.9％

コミュニティ
事業
5.2％

その他
1.7％

EC
支援事業
28.2％

売上構成

経由の閲覧が年々増加しております。そのため、ネイティブ広告の導入、ポータルペー
ジの最適化および閲覧スピードの向上など、スマホユーザーに向けたサービス価値
の向上を積極的に進めました。なお、当セグメントは、売り上げがほぼ横ばいで推
移しているため、コスト削減を実施し利益の最大化を図りました。

その他では、昨年末に提供開始した「PEPABO WiMAX」が順調に契約件数を伸
ばしました。

  今後の「minne」への積極投資について
当上半期に続き、当下半期におきましても、「 minne」のプロモーションへの積

極投資を継続いたします。テレビCMや各種広告以外にも、全国各地において期間
限定ショップや物販イベントを継続的に開催し、ハンドメイド愛好家だけでなく、広
く一般層における認知度の向上を図ります。

さらに、「 minne」積極的展開の一環として、本年6月にOCアイランド株式会社を
連結子会社化しました。同社は、CtoCハンドメイドマーケットとして国内第3位の登
録作品数を誇る「tetote」を運営しており、これによって国内の主要CtoCハンドメイ

  2015年第2四半期のセグメント別施策について
ホスティング事業では、初期費用無料キャンペーンなどを継続して実施し、積極

的に新規顧客の獲得を図りました。また、「ロリポップ！」で提供している上位プラ
ンでは、オプション機能などの提供内容やサポート体制を強化しビジネスユースへ
の訴求を強め、アップセルの促進を図り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」のリアルイベントを開催し、ブランディン
グの強化を図ったことや、継続率向上への取り組み、サポート体制の強化やオプショ
ン機能の追加など、顧客満足度を上げる施策を積極的に行った結果、契約件数は
堅調に増加しました。また、CtoCハンドメイドマーケット「 minne」では、テレビ
CM放映や各種広告などを積極的に展開し、認知度向上とアプリダウンロードへの誘
導を図った結果、本年5月には200万ダウンロードを突破しました。さらに、有名百
貨店などで期間限定ストアを展開しブランドの訴求を積極的に行うとともに、本年5
月には、作品発表や作家同士のコミュニケーションの場作りを目的として、世田谷も
のづくり学校内に「minneのアトリエ」を開設し、作家支援にも取り組みました。

コミュニティ事業では、ブログサービス「 JUGEM」におけるスマホやタブレット
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2015年１月１日～2015年６月30日
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2015年１月１日～2015年６月30日

連結貸借対照表

流動資産
3,405,036

負債
2,669,765

2,662,494

△184,064 △172,151 △197,722

売上高 営業損失（△）経常損失（△）四半期純損失（△）

純資産
1,742,473

有形固定資産
247,612

無形固定資産
339,326
投資その他
の資産
420,263

連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

△252,519

2,108,405

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

2,158,710

現金及び
現金同等物の
四半期末残高

482,999

投資活動による
キャッシュ・フロー

△180,174

財務活動による
キャッシュ・
フロー

2,237,522

309,647 303,323 166,467

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

流動資産
3,501,192

負債
2,306,777

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

ドマーケットにおける作品数のシェアは、「minne」と「tetote」を合わせて約6
割となりました。

OCアイランドは、もともと手芸大手メーカーの関連会社でもあることから、手
芸用品に関する知見を有しており、一般層からハンドメイド作家まで幅広く厚い
信頼が寄せられております。このたびの子会社化では、同社のハンドメイドに
関する知識と私どものインターネット企業の強みをかけ合わせ、新たな取り組み
とシナジーを作り出すことを目的としております。「 tetote」は、CtoCハンドメイ
ドマーケットという意味においては、「 minne」と同様なサービスですが、作家
の属性、購買層、作品の違いなどにおいて、ブランドの差別化を図り、それぞ
れの領域で業績を伸ばしていくよう努めてまいります。

  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。

2015年12月期の配当につきましては、「 minne」に経営資源を集中させる積
極的な投資を計画していることから、その投資による業績変化や市場動向等に
合わせた計画変更の可能性を鑑み、未定としておりました。しかしながら、この
たびの通期業績予想の修正時点において入手可能な情報や予測等に基づき、
当期の配当予想につきましては無配とさせていただきます。

なお、株主還元の一環として、また、経営環境の変化に対応した機動的な資
本政策を実施するため、2015年9月8日から9月30日の期間において、自己株式
の取得をおこなっております。

最後になりましたが、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
2015年12月期（予想）

135
135
135
0

45.1
44.0
44.5
－

1株当たり配当金（円） 配当性向（％）

4

連結財務諸表（要約）



https://minne.com/minne-atelier minne事業部
作家支援チーム

和田　真歩

●オープンから3カ月で3,000名を超える来室者数
アトリエのオープン日から、毎日アトリエに常駐し、日々の運営や
イベント企画を担当しています。
オープンから3カ月で作家さんを講師として招いたワークショップを
4回、販売イベントを3回開催し、イベントがない日は作家登録希望の
方のご相談や作品撮影の場として多くの方に利用いただいています。
minneユーザーだけでなく、近隣住民の方がお散歩のついでに作品
を見学に立ち寄ってくださるなど、インターネットを利用しない方にも
minneの魅力を伝えられる場になっています。おかげで、オープンか
ら3カ月で3,000名を超える方がアトリエに来室してくださいました。

●minneのアトリエでしか作れない作品づくり
アトリエで開催するワークショップは、作る物の成り立ちや作家さ
んの思いを伝えることを重視して、講師となる作家さんと一緒に講座
を作り上げています。枯れて地面に落ちた小枝にもう一度命を吹き込
もう、という取り組みから生まれた「小枝を使ったボールペンづくり」
を開催したり、ミツロウキャンドルづくりのワークショップでは、ミツ
バチの生態についての解説が講座の随所に入り、好評でした。「捨て
ない作品づくり」をモットーに制作活動をする作家さんを迎えて和紙
のポストカードづくりを開催した時は、ものづくり学校の敷地内の草
花を使用させてもらい、minneのアトリエでしか作れない作品づくり
を行いました。
アトリエだからこそできる企画や、作家さんの個性や志をより表現
できる内容になるようにと、いつも心がけています。

●今後は作家向けの勉強会や交流会を定期開催
毎回人気の販売イベントはアットホームな雰囲気で、「対面販売は
初めて」という作家さんにも安心してイベントを楽しんでいただいて
います。またテレビ番組でアトリエの取り組みが紹介された時は、20
代から80代まで幅広い年代のハンドメイド作家さんから、作家登録
に関するお問い合わせをいただきました。パソコンやスマートフォン
の扱いに不慣れな方はアトリエに直接お越しいただいてスタッフと一
緒に登録して、作家デビューされています。すでに登録済みの作家さ
んからも、作品撮影や価格設定の相談などをお受けしています。
今後は、作家向けの勉強会や交流会を定期開催できるよう準備を進

めています。インターネット上のminneで楽しく活躍できるよう、アトリエと
いう場から直接、一人一人の作家さんを支えていければと思っています。

minne
のアトリエ 声担当者の

2004年11月入社

もの
づくり好きが集える場所

気軽に楽しめるハンドメイドスペース
『minneのアトリエ』

『minneのアトリエ』今後の展開
～ハンドメイド文化を広める場として企画を展開～

当社が運営する国内最大のハンドメイドマーケット
「minne （ミンネ）」は、ハンドメイドスペース『minneのアトリエ 』を
本年5月にオープンしました。

　現在、日本ではハンドメイド商品への関心が高まっており、手作りした作品と消費者
を繋ぐニーズも増えています。当社が運営する「minne」は、こういったニーズを汲ん
だ国内最大のCtoCハンドメイドマーケットで、現在14万名の作家の158万点の作品が
販売・展示されています。（2015年9月1日現在）
　PC向け・スマートフォン向け CtoCプラットフォームの運営のみならず、クリエイター
の発掘・育成を目的としたハンドメイド作品のコンテストや、実店舗でのワークショップ、
販売イベントなど、オフライン・オンラインを横断した取り組みでご好評をいただいて
おり、本年6月にはスマートフォンアプリのダウンロード数が累計233万件を突破いたし
ました。

『minneのアトリエ』は、作家からの要望を受けて誕生した、も
のづくりが好きな人が集い交流できるハンドメイドスペースで、東
京都世田谷区にある「Ikejiri Institute of Design 世田谷ものづくり学
校」の一角にあります。 

アトリエではイベント
用のデスク・椅子を備
えており、予約制で展示
会やワークショップなど
作家自身がイベントを開
催することができます。
また、イベントが開催さ

アトリエでは今後「minne」の作家によるワークショップ
イベントや作品展示イベントなど、様々な企画を検討して
います。『minneのアトリエ』という場所をハブとして作家同士や、ファ
ンと作家、作家と企業が出会える機会を創出し、ハンドメイド文化
をさらに広めてまいります。

れていない日は、作家やハンドメイドに興味のある
方が気軽に立ち寄って楽しんでいただけるよう、ハン
ドメイド作品や書籍などを展示し、お茶を飲みながら自
由に交流できるスペースとして開放しております。

「minne」とは

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。

ミンネ アプリ 検 索

施設名称 ハンドメイドスペース『minneのアトリエ』

所在地 東京都世田谷区池尻2-4-5 
 Ikejiri Institute of Design
 世田谷ものづくり学校 112号室

営業時間 11：00 ～ 18：00

休館日 毎週月曜日
 （休館日が祝日および振替休日の場合、その翌日）

＜『minne のアトリエ』施設概要＞
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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	 231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）
　OCアイランド株式会社（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	 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 3,000,000株
◦発行済株式総数 2,717,300株
◦株主数 1,476名

◦大株主 持  株  数 持株比率

GMOインターネット株式会社 1,660,000株 61.09％

NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC A/C PRIME 113,730株 4.19％

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR：
FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

103,517株 3.81％

GMOアドパートナーズ株式会社 54,000株 1.99％

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN（CASHPB） 43,070株 1.59％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 35,600株 1.31％

株式会社SBI証券 34,200株 1.26％

CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENT 26,000株 0.96％

片岡　勝典 25,800株 0.95％

佐藤　健太郎 21,000株 0.77％

（注）持株比率は、自己株式（46,646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

技術部

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
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当社では、2015年6月30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

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10月1日（木）～ 2016年3月31日（木）

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、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10月1日（木）～ 2016年3月31日（木）

「おさいぽポイント」
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」
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。

カラメルは、商品数約1,400万点！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、
7万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10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10月1日（木）～ 2016年3月31日（木）有効期間

当社グループのサービスをご利用されたい方

A B
ネットショッピングを楽しみたい方

2単元以上保有の株主様 3,000（3,000円相当）ポイント1,500（1,500円相当）ポイント1単元保有の株主様

上限1,500円1単元保有の株主様 上限3,000円2単元以上保有の株主様

証券コード：363 3

2015年12月期　中間報告書
（2015.1.1～2015.6.30）




