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株主優待実施のお知らせ 

 

当社は、2022 年６月 30 日を基準日とする株主優待の実施を決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株主優待実施の目的 

 当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、より多くの皆様に当社子会社の事業に対するご理

解を一層深めていただくこと及び当社株式の投資対象としての魅力を高め、中長期的に当社株式を保有してい

ただける株主様の増加を図ることを目的として、株主優待を実施いたします。 

 

2. 株主優待の内容 

(1) 対象株主様 

 2022 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１単元（100株）以上を保有する株主様を対象

として、下記、株主優待を実施いたします。 

※当社は、毎年６月 30 日、12 月 31 日を基準日とする株主優待を実施しておりますが、次回基準日の株主優待については、詳細 

を決定次第、別途、お知らせいたします。 

 

(2) 優待内容 

① GMO クリック証券におけるキャッシュバック 

対象期間中（2022 年 10 月１日～2023 年３月 31 日）の GMO クリック証券株式会社（以下、GMO クリッ

ク証券といいます。）でのお取引、証券コネクト口座のご利用を対象に、保有株式数に応じたキャッシュバッ

クを実施いたします。キャッシュバック時期は、2023 年５月中旬頃を予定しております。 

 

＜全コース共通＞ 

GMO クリック証券で対象期間中に生じた GMO フィナンシャルホールディングス株式会社の株式の買 

付手数料について、10,000 円を上限にキャッシュバックいたします。 

住 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 

会 社 名 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社 

代 表 者 代 表 執 行 役 社 長  COO 石村 富隆 

 （コード番号：7177 東証スタンダード） 

問 合 せ 先 常 務 執 行 役  CFO 山 本  樹 

Ｔ Ｅ Ｌ  03-6221-0183 

Ｕ Ｒ Ｌ  https://www.gmofh.com/ 

https://www.gmofh.com/
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・対象取引：現物買付取引、信用新規買取引、信用返済買取引 

※現物売却取引、信用新規売取引、信用返済売取引は対象外です。 

※対象期間中に支払いが確定した手数料のみが対象となります。信用取引の場合、返済約定時に新規建て時の手数料が確 

定しますので、ご注意ください。 

 

＜コース選択：A～C からコースをひとつ選択＞ 

株主様にお選びいただける「A コース」、「B コース」、「C コース」の３つのコースをご用意いたします。 

※「A コース」、「B コース」、「C コース」は併用してご利用いただくことはできません。 

※３つのコースいずれをご選択されても、上記の全コース共通の優待をご利用いただけます。 

 

■A コース：GMO クリック証券での取引がおトク！対象取引の取引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対象取引の取引手数料について、保有株式数に応じて、15,000 

円を上限に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、投資信託、FX ネオ取引、くりっく 365 取引 

保有株式数 最大キャッシュバック金額 

100 株以上 300 株未満 3,000 円 

300 株以上 500 株未満 5,000 円 

500 株以上 1,000 株未満 7,000 円 

1,000 株以上 3,000 株未満 10,000 円 

3,000 株以上 5,000 株未満 13,000 円 

5,000 株以上 15,000 円 

※信用取引の金利・諸費用（貸株料・逆日歩・信用管理費・名義書換料）は対象外です。 

※投資信託は、購入時の手数料のみが対象です。 

※対象期間中に支払いが確定した手数料のみが対象となります。信用取引及び先物取引の場合、返済約定時に新規建て時 

の手数料が確定しますので、ご注意ください。 

 

■B コース：GMO クリック証券での FX ネオ取引がおトク！FX ネオ取引キャッシュバック 

GMO クリック証券での対象期間中の FX ネオ取引の新規建て取引を対象に、保有株式数と取引数量に 

      応じて、15,000 円を上限に１万通貨当たり 10 円をキャッシュバックいたします。 

※南アフリカランド、メキシコペソは 10 万通貨を１万通貨として換算します。 

保有株式数 
最大取引数量 

（新規約定のみ対象） 
最大キャッシュバック金額 

100 株以上 300 株未満 300 万通貨 3,000 円 

300 株以上 500 株未満 500 万通貨 5,000 円 

500 株以上 1,000 株未満 700 万通貨 7,000 円 

1,000 株以上 3,000 株未満 1,000 万通貨 10,000 円 

3,000 株以上 5,000 株未満 1,300 万通貨 13,000 円 

5,000 株以上 1,500 万通貨 15,000 円 
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      ■C コース：証券コネクト口座のご利用がおトク！平均残高に応じてキャッシュバック 

GMO クリック証券と GMO あおぞらネット銀行株式会社（以下、GMO あおぞらネット銀行といいま 

す。）の口座連携サービス「証券コネクト口座」の対象期間中の平均残高に対して、15,000 円を上限に保 

有株式数に応じたキャッシュバック率を乗じた金額をキャッシュバックいたします。  

保有株式数 キャッシュバック率 最大キャッシュバック金額 

100 株以上 300 株未満 0.05％ 3,000 円 

300 株以上 500 株未満 0.08％ 5,000 円 

500 株以上 1,000 株未満 0.13％ 7,000 円 

1,000 株以上 3,000 株未満 0.18％ 10,000 円 

3,000 株以上 5,000 株未満 0.23％ 13,000 円 

5,000 株以上 0.25％ 15,000 円 

 

（ご参考：証券コネクト口座平均残高の計算式） 

株主優待対象期間中の日次の証券コネクト口座残高の合計額 ÷ 株主優待対象期間の日数 

※証券コネクト口座の休止/解約等の事由により、GMO あおぞらネット銀行より、GMO クリック証券が証券コネクト口座 

残高データを取得できない期間は、当該期間の証券コネクト口座残高は０円として計算されます。 

※2022 年６月 30 日基準の株主優待の場合、対象期間（2022 年 10 月１日～2023 年３月 31 日）の日数は 182 日となります。 

 

② Adam byGMO におけるオリジナル NFT プレゼント 

 GMO アダム株式会社が運営する NFT マーケットプレイス「Adam byGMO」において、株主優待オリジナ

ル NFT をプレゼントいたします。 

 

(3) 株主優待のご利用方法 

 株主優待の内容ごとのご利用方法は、以下のとおりです。 

① GMO クリック証券におけるキャッシュバック 

ご利用いただくには、株主優待サイト（https://yutai.gmofh.com/）において、優待申請受付期間内に事前のご

登録のお手続きが必要となります。ご登録手続き等の詳細につきましては、株主様にお送りする株主優待の

ご利用案内（2022 年９月に送付予定）にて、ご案内いたします。 

基準日 優待申請受付期間 

2022 年６月 30 日 2022 年 10 月１日～2023 年３月 31 日 

  ※株主様が保有される GMO クリック証券の口座でのお取引（C コースの場合には、GMO クリック証券と GMO あおぞら 

    ネット銀行の口座連携サービス「証券コネクト口座」のご利用）が対象となります。 

※キャッシュバック時に GMO クリック証券の口座を解約されている場合、対象外となります。 

 

 ② Adam byGMO におけるオリジナル NFT プレゼント 

オリジナル NFT をお受け取りいただくための QR コード及び URL を記載した書面を株主優待のご利用案

内とあわせてお送りいたします。 

https://yutai.gmofh.com/
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※オリジナル NFT をお受け取りいただくためには、NFT マーケットプレイス「Adam byGMO」のアカウント登録が必要です。 

※オリジナル NFT は、ご案内書面に記載の受け取り期間内に QR コードまたは URL にアクセスして、お受け取りください。 

※Adam byGMO で販売されるアイテムは、Adam byGMO から最初に出庫がなされたときに、Ethereum ブロックチェーン上に 

ERC-721 規格でトークンが発行されます。Adam byGMO における取引（出品・購入・売却・入札）は、Ethereum ブロックチ 

ェーン上には記録されません。 

 

（ご参考ＵＲＬ） 

GMO クリック証券 ：https://www.click-sec.com/ 

証券コネクト口座 ：https://www.click-sec.com/corp/guide/bank/ 

GMO あおぞらネット銀行 ：https://GMO-aozora.com/ 

Adam byGMO ：https://adam.jp/ 

 

 

以 上 

https://www.click-sec.com/
https://www.click-sec.com/corp/guide/bank/
https://gmo-aozora.com/
https://adam.jp/

