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当社は2018年12月に株式上場10周年を迎えました。
これもひとえに株主および関係者の皆様の
日頃の温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

証券コード：3 6 3 3

渋谷の社窓から
皆様、ご機嫌いかがでしょうか。

はじめに、2018年年初に発生しました第三者の不正アクセスによる情報セキュリティ事故では、お客様はもちろんの

こと株主の皆様にもご心配をおかけいたしました。社外の専門家を含めた再発防止委員会により提言されました再発防止
策につきましては、全社を挙げて取り組み、2018年末に全て完了しましたことをご報告いたします。

さて、近年GMOペパボでは、「minne」や「SUZURI」といった、趣味やスキルを持った方々が創造的な働き方をする

ためのプラットフォームづくりに注力してまいりました。「minne」 については50万人以上のハンドメイド作家様、

「SUZURI」も13万人を超えるクリエイターの皆様にお使いいただいております。2019年はさらに踏み込んで、フリー
ランスとしてお仕事をされている方々に向けた金融支援事業を展開していきます。

国内でフリーランスとして働く方々は労働人口の17%、1,000万人以上いると調査で出ています。フリーランスとして働い

ている皆さんは、それぞれに悩みや課題をお持ちです。そのなかでも、資金繰りや入金管理などに時間を取られてしまうとい

う悩みを解消し、安心して働けるためのサービスが、GMOクリエイターズネットワーク株式会社の提供するフリーランス向
け金融支援サービス「FREENANCE（フリーナンス）
」です。例えば、当社の「ロリポップ！」をご利用のユーザー様のなか

には、フリーランスのプログラマーやデザイナーとして活躍されている方がいらっしゃいますし、
「SUZURI」ではイラスト

レーターとしてお仕事をされている方がいらっしゃいます。そのような背景も踏まえ、当社事業と「FREENANCE」が非常に

高いシナジーを生み出せるのではないかと期待し、
この度GMOクリエイターズネットワークをグループ化することとしました。
スマートフォンの登場により、いつでもどこにいてもインターネットにつながっているのが当たり前になった現在。情

報だけでなく、働き方や世の中の価値観までもが急速に変化しています。組織に属す

ることなく（一企業の社長としては全てがそうなってしまうと困りますが）、あるい

はパラレルキャリアで自分を磨きながら働くことが当たり前の社会になっていくの
ではないでしょうか。創業当初より、これから個人がインターネットにより輝ける時
代が来るはずだと信じて事業運営を行ってまいりましたが、いよいよそれが実現でき
る時代になりました。2019年は、これまでの事業に加えて、多様性のなかで個
人が活躍できるための事業にもチャレンジし、あの頃に感じていた可能性やワク
ワクをより大きなものにしてまいりたいと期待に胸を膨らませております。
また、
2018年12月には、
JASDAQ上場10周年を迎えることができました。

これもひとえに、皆様の温かいご支援のおかげです。心より感謝申し上げ
るとともに、今後も末長くご支援、ご愛顧賜りますと幸いです。

すでに3ヶ月が経過しようとしておりますが、2019年のGMOペパボも

どうぞよろしくお願いいたします。

GMOペパボ株式会社

代表取締役社長

佐藤 健太郎

12月 JASDAQ証券取引所に上場（現 東京
証券取引所 JASDAQスタンダード）
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1月 ハンドメイドマー ケット
「minne」提供開始
6月 電子書籍関連事業を会社
分割し、株式会社ブクロ
グを設立

11月 レンタルサーバー
「ロリポップ！」
10周年
6月 増床のため福岡支社を移転

1月 創立10周年
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5月 簡単ホームページ作成サー
ビス「グーペ」提供開始
10月 ブックレビューコミュニティサ
イト「ブクログ」運営開始
12月 ドメイン取 得 代 行サービス
「ムームードメイン」100万件
突破
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4月「株式会社paperboy&co.」より「GMO
ペパボ株式会社」へ商号変更
オリジナルグッズ作成・販売サービス
「SUZURI」提供開始

2月「minne」アプリ100万ダ
ウンロード突破
ネットショップ開業・作
成サービス「カラーミー
ショップ」10周年
「minne」初のTVCM全国
放映

株主の皆様へ
2018年12月期の事業概況について
当社は、「インターネットで可能性をつなげる、ひろげる」
というミッションのもと、主に個人の表現活動を支援するた
めの様々なウェブサービスおよびスマートフォンアプリを提供
しております。
2003年の創業以来、当社の業績を牽引しているレンタル
サーバー「ロリポップ！」では、今後における事業拡大の基
盤づくりのため、2018年4月に新プラン「マネージドクラウ
ド」の提供を開始しました。これにより、既存のレンタルサー
バー市場だけでなく、成長著しいクラウド市場に対してもター
ゲット層を拡大しています。また、次世代のクリエイターや起
業家育成支援を目的とした教育関連事業者との連携も強化
し、学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校やゼロ高等学院の
生徒へのレンタルサーバーの無償提供を実施しております。
作 品 数、 作 家 数 国 内 No.1 のハンドメイドマー ケット
「minne」では、
「ハンドメイドマーケット」などオフライン施
策の継続的な実施に加えて、Web広告の強化といったプロ
モーションへの積極投資を実施し、年間流通金額は120.7
億円（前年同期比17.3％増）となりました。なお、当事業
年度における「minne」へのプロモーションコスト（広告宣
伝費、販売促進費およびポイント引当金繰入額）は、TVCM
の 放 映 を 行 わず Web 広 告 展 開 に 注 力したことにより
1,023,860千円（同21.0％減）となりました。
そして、2018年4月にはオリジナルグッズ作成・販売市場
の拡大に向けて、株式会社ベーシックが行うオンデマンドオ
リジナルグッズ作成サービス「Canvath」の事業を譲り受
け、6月には「minne」との事業シナジー創出を企図し、伝
統工芸職人向けにマーケティング支援を行うニューワールド
株式会社と資本業務提携を結ぶなど、より一層の事業成長
を図るため、M&Aや提携を行いました。
こうした取り組みの結果、当事業年度における業績は、売
上高8,200,997千円（前年同期比11.3％増）、 営業利益
467,728千円（同225.6％増）、 経常利益524,075千円
（同203.2％増）、当期純利益467,075千円（同289.8％増）
となり、売上高、当期純利益は過去最高を更新、営業利益、
経常利益はともに成長率200％以上の伸びを達成しました。

1月 株式会社ブクログの電
子書籍関連事業を、ブッ
クオフコーポレーション
株式会社へ譲渡
7月「ペパボ研究所」を設立

2018年12月期のセグメント別施策について
ホスティング事業では、
流入数の減少が影響しレンタルサー
バーサービスの契約件数が若干減少しましたが、「ロリポッ
プ！」の新プランである「マネージドクラウド」正式版の提供
開始によってターゲット層の拡大を図るとともに、上位プラン
やオプション機能への誘導を強化した結果、顧客単価が上昇
しました。ドメイン取得サービス「ムームードメイン」では、
2018年8月にサイトデザインを一新、ドメイン検索機能改善
等を行い、登録ドメイン数が増加しました。
EC支援事業では、ネットショップ開業・作成サービス「カ
ラーミーショップ」において、2018年1月に発生いたしまし
た情報流出のインシデントの影響により、各種キャンペーン
等の実施を控えたことなどから契約件数は減少しましたが、
継続的なアップセル施策により顧客単価が上昇しました。ク
リエイター 向 けオリジ ナルグッズ 作 成・ 販 売 サ ービ ス
「SUZURI」では、インテリアアイテム、秋冬ファッション商
品をはじめとした新アイテムの追加や両面プリント対応など、
アイテムとユーザー機能の拡充に取り組みました。
ハンドメイド事業では、「minne」において継続的な機能
改善および機能追加を行い利便性の向上を図るとともに、オ
フライン施策や各種企業等とのコラボレーションの実施に加
え、Web広告中心のプロモーションを実施しました。

2019年12月期における取り組みについて
今事業年度（2019年12月期）の取り組みにつきまして
は、ホスティング事業では、レンタルサーバーサービスにお
いて市場競争力を高めるため、
ハードウェアの強化やプロモー
ションを積極的に展開する投資の年と位置づけ、サービス品
質向上や認知度の向上・拡大を図ってまいります。
EC支援事業では、主力の「カラーミーショップ」において、
ネットショップの特性やビジネスに合わせた個々のカスタマイ
ズが簡単にできるアプリストアの提供を2019年上期に予定し
ています。当社だけでなく第三者が開発したシステムや機能
をショップオーナーに提供できる環境を構築予定で、商品レ
コメンド強化、ECサイト接客、商品配送効率化、実店舗連
携等の提携アプリケーションを公開する計画です。

1月 GMOペパボオーシー株式会社と合併
11月 リピート販売サービス「カラーミーリピート」
提供開始
12月「minne」年間流通総額が100億円突破

1月「minne」登録作家数50万人突破
2月 エンジニア部門の地方拠点「GMO
ペパボ 鹿児島オフィス」開設
GMOクリエイターズネットワーク株
式会社をグループ化

5月 世 田 谷にものづくり好きが 集える場 所
「minneのアトリエ」オープン
6月 CtoCハンドメイドマーケット「tetote」など
を展開するOCアイランド株式会社（GMO
ペパボオーシー株式会社）をグループ化
12月「minne」Google PlayTM ストア「2015年ベ
ストアプリ」に選出
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4月 株式会社ベーシックのオンデマンド
オリジ ナル グッズ 作 成 サ ー ビ ス
「Canvath」事業を譲受
「ロリポップ！」ホスティングサービ
ス「マネージドクラウド」プランの
正式版を提供開始
6月「tetote」が「minne」にサービス統合

6月 伝統工芸職人の活動支援を行うニューワー
ルド株式会社と資本業務提携
9月 情報セキュリティに特化した新会社「GMO
ペパボガーディアン株式会社」を福岡に設立
10月「minne」アプリ1,000万ダウンロードを突破
12月 JASDAQ上場10周年
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ハンドメイド事業では、2015年より積極的な投資を行っ
てきました「minne」が、現在アプリダウンロード数1,000
万ダウンロードを突破し、作家数約50万人、作品数900万
点超の規模にまで拡大しました。そのため、これまでの新規
会員の獲得から既存会員を対象にしたプロモーションへと転
換してまいります。 広告宣伝による認知度の向上から購入
率・リピート率の上昇を目的としたプロモーションにシフトす
るとともに、リコメンド機能などの利便性向上に努め、流通
額に伴う収益拡大を図ってまいります。そして、作家数、作
品数、ダウンロード数国内No.1の「minne」の持つサービ
ス基盤を活用し、ハンドメイドイベントやワークショップなど
オフラインにおけるハンドメイド関連サービスを展開すること
で収益の複層化を図り、今事業年度の黒字化を目指してまい
ります。
2019年2月6日に、当社はGMOクリエイターズネットワー
ク株式会社を連結子会社化することを決議いたしました。同
社は、フリーランスの方が安心して働くことができる環境の構
築を目指し、日本で初となるフリーランス向け金融支援サー
ビス「FREENANCE（フリーナンス）」などを提供しており、
当社と異なる分野からクリエイターの活動を支援するサービ
スを展開しています。一方、当社は創業時より個人ユーザー
をターゲットとしており、そのなかで培ったサービス運営方法
やマーケティングノウハウを保有しています。そして、当社の
サービスは現在約530万人の個人ユーザーが利用しており、
なかでも「minne」、「SUZURI」は個人のクリエイターを多
数擁しています。両社のユーザー層の類似性に加え、相互の
サービス基盤や強みを活かすことにより、シナジーの最大化
を図ることができるとみています。今後、両社が強固に連携
することで、多くのクリエイターにとって付加価値の高いサー
ビスを提供するとともに、個人のライフスタイルに合わせた多
様な働き方の支援に取り組み、事業シナジーを追求してまい
ります。
当社は、ホスティング・EC支援事業の主力ストックサービ
スによる安定的な収益を基盤に、新規サービスへの戦略的
な投資を行うことで企業規模を拡大してまいりました。引き
続きサービスやソフトウェアの研究開発等にも積極的に取り

売上高
（単位：百万円

8,200

（単位：百万円

環境変化の激しいインターネット業界においては、企業体
質の強化および積極的な事業展開に備えるための内部留保
の充実が重要であると考えますが、利益還元も重要な経営
課題と認識しております。当社では、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、配当性向50％以上を基
本として、業績に連動した配当を継続的に実施できる収益力
の安定に努めます。
上記の方針に基づき、2018年12月期の配当は、年間1
株当たり95円に上場10周年の記念配当10円を加え、1株当
たり105円（配当性向59.2％）とさせていただきました。ま
た、2019年12月期の配当につきましては、年間1株当たり
130円＊の配当金を予定しており、 年間の予想配当性向は
50.1％とさせていただく予定です。
最後になりましたが、株主優待制度のご利用を通じて、引
き続き株主の皆様へ当社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。
株主の皆様のご期待にお応えできますよう、引き続き全力
を尽くし社業の発展に努めてまいります。今後とも変わらぬ
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
＊当社は2019年4月1日付けで普通株式1株につき2株の株式分割の実施
を予定しています。そのため、当該株式分割を勘案すると年間1株当た
り65円となりますが、実質的な変更はありません。
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株主還元について

営業利益
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組み、既存サービスおよび投資サービスの成長を図ってまい
ります。さらに、今後は当社サービスとシナジー効果が高い
と思 われる領 域 については、「Canvath」 の 事 業 譲 受、
ニューワールドとの資本業務提携、GMOクリエイターズネッ
トワークの連結子会社化のように、M&A等を通じた他社サー
ビスとの提携により “仲間づくり” を推進し、成長角度のさら
なる向上につなげたいと考えています。
以上の取り組みから、2019年12月期の連結業績予想は、
売上高9,200百万円、営業利益950百万円、経常利益962
百万円、親会社株主に帰属する当期純利益684百万円と過
去最高を見込んでおります。
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※ 2016/12までは連結の数値を掲載しております。
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財務諸表（要約）
損益計算書
（単位：千円）
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467,728

524,075
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467,075

119,820
当期純利益

売上高

前期（累計）
2017年1月1日〜 2017年12月31日

当期純利益

当期（累計）
2018年1月1日〜 2018年12月31日

POINT
セグメントの概況
ハンドメイド事業への投資
により、売上高は大幅に
伸長。ホスティング・EC
支援事業の安定した収益
により投資を吸収した結
果、売上高、当期純利益
は過去最高を更新、営業
利益、経常利益はともに
成長率200％以上の伸び
を達成しました。
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キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
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2,391,185

2,702,293

純資産
1,706,868

当期末
2018年12月31日

0

当期
2018年1月1日〜 2018年12月31日
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特集

担当者の声

GMOクリエイターズネットワーク
2 0 1 9 年2月6日 に、フ リ ー ラ ン ス 向 け 金 融 支 援 事 業
フリ ー ナ ン ス
「FREENANCE」を運営するGMOクリエイターズネットワーク株式
会社（以下、GMOクリエイターズネットワーク）の実施する第三
者割当増資を引き受けることにより、同社をグループ化すること
を決議いたしました。

2002年、早稲田大学および九州電力グループなどのジョイントベン
チャーとして、中国語インターネット放送局の運営を目的として設立され、
日本初のフリーランス向け金融支援サービス「FREENANCE」をはじめ、
ライター登録サイト「woofoo.net」や、編集プロダクション「studio
woofoo」、「出張撮影サービス」といった個人のクリエイターの活躍を
サポートするサービスを提供しています。
https://www.gmo-cn.jp/

フリーランス向け金融支援事業

「FREENANCE」

請求書買取限度額：1万円〜300万円
手数料：請求書額面の3〜10% 特徴：2者間ファクタリング

声

担当者の
GMOクリエイターズ
ネットワーク株式会社
代表取締役社長

伊藤 毅

GMOクリエイターズネットワークでは、設立時より一貫し
て個人クリエイターの活躍をサポートするサービスを提供し
ています。今回のジョインにより、フリーランスのユーザー
が多い「minne」や「SUZURI」
、また、昨年「FREENANCE」
のPRメルマガ配信後の2 ヶ月間の申込数が60.8%増加し
た「ロリポップ！」との連携にまず着手していく予定です。
そして、「FREENANCE」自体がまだできたばかりのサー
ビスということもありますので、ユーザー様がより便利に
安心してサービスを利用できるよう、様々な企業との連

携にも積極的に取り組み、より付加価値の高いサービスの
提供を目指します。GMOペパボは、開発力はもちろん、PR
やマーケティングにおいても非常に優れた企業だと個人的
に感じていますので、広くお力添えをいただきたいと考え
ています。また、当社の持つサービス資産や強みを活かし
て、GMOペパボの成長にも寄与していきたいです。そして
それが、ユーザーの皆様の活躍の場を広げることになれば、
これほど嬉しいことはありません。

今後、両社のサービスを通じ、フリーランスをはじめとする個人のライフスタイルに合わせた多様な働き方を多方面で支援していきます。

鹿児島オフィス

鹿児島オフィスでの取り組み

2019年2月1日に、開発・保守運用などを行うエンジニアに特
化した地方拠点「GMOペパボ 鹿児島オフィス」を開設しました。
鹿児島市との立地協定
鹿児島市における、よ
り円滑な事業活動の促進
を 図る た め、2019年1月
30日に立地協定を締結、
あわせて鹿児島市役所に
て立地協定締結式を実施
しました。

声

担当者の

左から、鹿児島県商工労働水産部次長 永田氏／
鹿児島市長 森氏／GMOペパボ代表取締役社長 佐藤

この度オープンした鹿児
島オフィスは、エンジニアの
地方拠点として当社が運用するサー
ビスに横断的に関わっていく組織となります。また、今回の
鹿児島オフィス立地に際しては、鹿児島市との立地協定をは
じめ、鹿児島大学との産学連携や地場産業へのテクノロジー

鹿 児 島ユナイテッドFCとのオフィ
シャルトップパートナー契約
鹿児島ブランドグッズを「SUZURI」
で作成・販売
より広く鹿児島の魅力を伝えるた
め、オリジナルグッズ作成・販売サー
ビス「SUZURI」にて鹿 児 島 県 民 に
馴染みの深いブランド等とコラボレーションしてグッズを作成
し、「SUZURI」や地元店舗で販売します。
また、鹿児島大学との産学連携の協議を進めるほか、地元
スタートアップ企業との提携や、鹿児島オフィスでのイベントや
セミナーの開催など、様々な取り組みを行っていきます。

支援なども行っていく予定です。オフィスは、執務スペース
とは別に、広々としたコミュニティスペースを設けているの
が特徴で、自社イベントやセミナーの開催はもちろん、エン
ジニアや学生たちの交流の場としても提供していきます。
鹿児島オフィスを通じて、鹿児島という地をGMOペパボが
盛り上げていければと思っています。

社長室

室長

杉山 寛

鹿児島オフィスは、エンジニアの地方拠点としての役割にとどまらず、「テクノロジー」をキーワードに、
人や企業をつなぐハブとして、地域活性化と雇用機械の創出に貢献し、鹿児島市とともに継続的な発展を目指します。
所在地
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会社概要（2018年12月末現在）
◦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

代表取締役社長

佐

藤

健太郎

取締役会長

熊

谷

正

寿

◦設 立 日

2003年1月10日

常務取締役

星

隼

人

◦資 本 金

1億5,967万円

常務取締役

五十島

啓

人

◦従業員数

278名

取締役

河

添

◦事業内容

ホスティング事業
EC支援事業
ハンドメイド事業
その他

取締役

永

椎

広

取締役

栗

林

健太郎

取締役

野

上

真

穂

取締役

安

田

昌

史

取締役（監査等委員）

藁

科

明日香

社外取締役（監査等委員）

浜

谷

正

俊

社外取締役（監査等委員）

宍

戸

一

樹

◦役

◦組 織 図（2018年12月末現在）

監査等委員会

取締役会

株主総会

代表取締役社長

経営管理部
経営戦略部

員（2019年3月17日現在）

理
典

投資戦略室
HR統括部
業務プロセス革新室
技術部
内部監査室
社長室

セキュリティ対策室

IRサイトのご案内
検索

ペパボ IR

https://pepabo.com/ir/

ホスティング事業部
EC事業部
SUZURI事業部
minne事業部
SH事業部

GMOペパボ IRメールマガジン
IR最新ニュースをお届けします

https://pepabo.com/ir/mailmagazine/

株式の状況（2018年12月末現在）
◦発行可能株式総数

3,000,000株

◦発行済株式総数

2,717,300株

※当社は2019年4月1日付けで普通株式1株につき2株の株式分割を行
う予定です。また、株式分割に伴い、発行可能株式総数は6,000,000
株、発行済株式総数は5,434,600株に変更となります。

◦株主数
◦大株主
GMOインターネット株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

1,440名
持 株 数

持株比率

1,660,000株

61.09％

211,800株

7.79％

株式についてのご案内（株主メモ）
事

業

年

度 1月1日から12月31日まで

剰余金配当の
3月31日、6月30日、9月30日、12月31日
基
準
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
東京都府中市日鋼町1-1
TEL 0120-232-711
（通話料無料）

郵送先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

77,500株

2.85％

GMOアドパートナーズ株式会社

54,000株

1.98％

上場証券取引所 東京証券取引所（JASDAQスタンダード）

山田

27,000株

0.99％

CREDIT SUISSE AG
HONG KONG TRUST A/C CLIENT

26,000株

0.95％

西村

24,000株

0.88％

電子公告により行う。
公告掲載URL https://pepabo.com/ir/
公 告 の 方 法 （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）

直樹

裕二

佐藤

健太郎

19,500株

0.71％

谷口

悌一

14,000株

0.51％

13,000株

0.47％

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY
JASDEC

（注）当社は自己株式（ 79,373株）を保有していますが、上記大株主
から除外しております。

（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。
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株主優待制度のご案内

2019年4月1日
（月）
〜 2019年9月30日
（月）

有効期間

当社では、2018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。
優待

1

ポイント／クーポン プレゼント
対象となる株主様1名につき、以下に記載した優待品
1単元保有の株主様

A

1,500

から

ポイント／クーポン

（1,500円相当）

2単元以上保有の株主様

当社のサービスをご利用されたい方

B

「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。

3,000

ポイント／クーポン

（3,000円相当）

ネットショッピング等を楽しみたい方

「GMOポイント」
ショッピングモールサイト「GMOポイントモール」等、GMOインター
ネットグループが運営するGMOポイント導入サービスにてご利用い
ただけます。
ネットショッピング等のお支払いに充当いただけますので、是非ご活
用ください。

「おさいぽ！ポイント」をご利用いただけるサービス

C

のいずれかをお選びいただくことができます。

「GMOポイント」をご利用いただけるサービス

こだわりの１点モノをお探しの方

「minneクーポン」

ハンドメイドマーケット「 minne 」

ハンドメイドマーケット「minne（ミンネ）
」での作品購入の際、代
金に充当できるクーポンです。
「minne」は、アクセサリーやステーショ
ナリー、生活雑貨、食品など様々なジャンルのハンドメイド作品を手
軽に展示・販売・購入できる国内最大のハンドメイドマーケットです。

優待

2

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。

買付手数料キャッシュバック

売買手数料キャッシュバック

GMOクリック証券で対象期間中に生じたGMOペパボの株式の買付手数
料をキャッシュバックいたします。

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：現物買付取引、信用新規買取引、信用返済買取引
対象期間：2019年4月1日
（月）
〜 2019年9月30日
（月）

対象取引：現物取引、信用取引、先物・オプション取引、投資信託（購入時の手数料のみ）
、
FXネオ取引、くりっく365取引
対象期間：2019年4月1日（月）〜 2019年9月30日（月）
1単元保有の株主様

上限1,500円

2単元以上保有の株主様

上限3,000円

詳しくはWebページをご覧ください。

ペパボ優待

検索

https://pepabo.com/ir/benefit/

2019年4月1日
（月）0時から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ください。
【お問い合わせ先】

GMOペパボ株式会社 株主優待事務局

TEL

03-5456-3021

MAIL

※10：00〜17：00（土日・祝日及び休業日を除く）

ir@pepabo.com

WEB

https://pepabo.com

