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平成 30年３月 29日 

各    位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支配株主等に関する事項について 

 

 当社の親会社である GMO インターネット株式会社および GMO アドホールディングス株式会社について、支配株主

等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（平成 29年 12月 31日現在） 

 

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

（平成 29年 12月 31日現在） 

 

住 所 東京都渋谷区桜丘町 26番１号 

（本社事務所 東京都渋谷区道玄坂１丁目 16番３号） 

会 社 名 GMOアドパートナーズ株式会社 

代 表 者 代表取締役社長 橋 口   誠 

 （コード番号 4784 JASDAQ） 

問い合わせ先 常務取締役 菅谷 俊彦 

Ｔ Ｅ Ｌ  03-5728-7900 

Ｕ Ｒ Ｌ  https://www.gmo-ap.jp/ 

名称 属 性 

議決権所有割合（％） 
発行する株式等が上場され

ている金融証券取引所等 
直接 

所有分 

合算 

対象分 
計 

GMO インターネット株式会社 親会社 9.45 46.29 55.74 
株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

GMOアドホールディングス 

株式会社 
親会社 46.29 － 46.29 － 

名  称 理  由 

GMO インターネット株式会社 
GMO インターネット株式会社は、当社親会社の GMOアドホールディングス株

式会社の議決権の 95.00％を所有しているため。 
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３．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社グループは、GMO インターネット株式会社を中核とした企業グループ（以下、GMO インターネットグループ）

に属しており、同社は、平成 29 年 12 月 31 日現在、当社議決権の 9.45％を直接的に、46.29％を間接的に保有し

ております。GMO インターネットグループは、同社を中核として、「すべての人にインターネット」というコーポレートキ

ャッチの下、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、モバイルエンタ

ーテイメント事業およびインキュベーション事業を行っております。 

当社は、独立性、自主性に基づき企業運営を行っておりますが、当社と親会社の人的関係は下記「役員の兼務

状況」のとおりであり、親会社の当社に対する基本方針等に変更が生じた場合には、当社の経営・事業活動に影響

を及ぼす可能性があります。 

① 親会社等の企業グループにおける当社グループの位置付け 

当社グループは、GMO インターネットグループのうち、インターネット広告・メディア事業を担う中核会社とし

て位置付けられております。 

② 親会社等の企業グループとの役員の兼務関係について 

当社の役員 13 名のうち、GMO インターネット株式会社または GMO アドホールディングス株式会社の役員

を兼ねているものは５名です。そのうち GMO インターネット株式会社の役員を兼ねているもの（非常勤取締役）

３名については、当社事業に関する助言を得ることを目的として招聘したものであります。 

（役員の兼務状況） 

  

当社における役職 氏 名 親会社等またはその企業グループでの役職 

取締役会長 

（非常勤） 
熊谷 正寿 

■親会社 

GMO インターネット株式会社 

代表取締役会長兼社長グループ代表 

GMOアドホールディングス株式会社 代表取締役社長 

■親会社の関係会社 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長 

GMO クラウド株式会社 取締役会長 

GMOペパボ株式会社 取締役会長 

GMO リサーチ株式会社 取締役会長 

GMO TECH株式会社 取締役会長 

GMO メディア株式会社 取締役会長 

代表取締役社長 橋口  誠 

■親会社 

GMO インターネット株式会社 取締役グループ広告部門統括 

GMOアドホールディングス株式会社 取締役 
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③ 親会社等の企業グループとの取引関係について 

当社は、GMO インターネット株式会社との間に営業上の取引関係、金銭の借入の関係があり、GMOアドホ

ールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。 

また、当社は、GMOペパボ株式会社の株式の 1.99％（平成 29年 12月 31日現在）を保有しております。 

なお、上記記載内容を含め、当社と親会社の企業グループとの取引はすべて、第三者との取引と同様、市

場原理に基づいた交渉のうえ決定しており、当社の事業全体に影響を与えるものではありません。 

 

④ 親会社からの独立性の確保について 

当社の事業展開は、当社取締役 13 名の中で過半数を占める当社グループの常勤取締役を中心とする経

営陣が独自に意思決定のうえで実行しております。また、親会社との営業取引における依存度は少なく、限定

的であります。 

なお、親会社とは、上記のとおり一定の取引関係等がありますが、いずれも第三者との取引と同様、経済合

理性と市場原理に基づいた交渉のうえ、決定した事項であります。 

  

当社における役職 氏 名 親会社等またはその企業グループでの役職 

取締役副社長 堀内 敏明 

■親会社 

GMO インターネット株式会社 

常務取締役 次世代システム研究室長 

取締役 

（非常勤） 
安田 昌史 

■親会社 

GMO インターネット株式会社  

取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括 

■親会社の関係会社 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役 

GMO クラウド株式会社 取締役 

GMOペパボ株式会社 取締役 

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役 

GMO リサーチ株式会社 取締役 

GMO TECH株式会社 取締役 

GMO メディア株式会社 取締役 

あおぞら信託銀行株式会社 社外監査役 

取締役 

（非常勤） 
有澤 克己 

■親会社 

GMO インターネット株式会社 常務取締役 グループ財務担当兼 

グループ国際化支援室担当兼グループ人事部長 
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４．支配株主等との取引に関する事項 

（自 平成 29年１月１日 至 平成 29年 12月 31日） 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％) 

関連当事者との 
関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

親会社 

ＧＭＯイン

ターネット

株式会社 

東京都 

渋谷区 
5,000,000 

イ ン タ ー

ネ ッ ト 総

合事業 

(被所有) 

直接 

9.45 

間接 

46.29 

当社への広告の

出稿及び媒体の

提供 

 

役員の兼任５名 

預け金の払戻 520,442 
関係会社預け

金 
650,000 

広告収入 2,685,315 売掛金 332,337 

受取利息 2,246 ― ― 

借入金の返済 900,000 ― ― 

支払利息 1,166 ― ― 

(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針 

(1)金銭の預入又は借入については、市場金利等を勘案しており、利率を合理的に決定しております。 

(2)金銭の預入又は借入の取引金額については、前期末残との純増減額を記載しております。 

(3)一般取引条件と同様に決定しております。 

(4)上記取引金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

 

５．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社が支配株主グループと営業取引を行う場合には、少数株主の保護の観点から取引条件等の内容の適正性

を一般企業との取引条件と比較検討し、経済合理性と市場原理に基づいた意思決定をしております。 

 

以 上 

 


