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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。 

 

記 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（2019年 9月 30日現在） 

 

 

２．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 

当社グループの親会社である GMOインターネット株式会社は 2019 年９月 30日において当社の議決

権の 41.96％を保有する筆頭株主であり、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャ

ッチのもと、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、仮想通貨事業、インキュベーション事業を行っております。 

 

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け 

当社グループは、GMO インターネットグループのインターネットインフラに区分される総合的

な決済関連サービス及び金融関連サービスを担う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 

2019年 12月 20 日現在における当社の役員 15 名のうち、GMOインターネット株式会社及びその

企業グループの役員を兼ねる者は７名であり、うち１名は当社の代表取締役及び同社の取締役

を兼任しております。当社における役職、氏名及び同社における役職は以下のとおりです。 

 

 

 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が 

上場されている 

金融商品取引所等 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 41.96 0.0 41.96 

株式会社東京証券取引所  

市場第一部 



（役員の兼務状況）     （2019年 12月 20日現在） 

役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由 

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 

 

■親会社の関係会社 

GMOリサーチ株式会社 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メディア株式会社 取締役会長 

GMO TECH 株式会社 取締役会長 

GMOアドパートナーズ株式会社 取締役会長 

GMOインターネットグ

ループ経営及び事業戦

略に関する豊富な経験

と知見を有しており、

広範かつ高度な視野か

らの経営全般に対する

助言を得るため 

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メディア株式会社 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リサーチ株式会社 取締役 

GMOアドパートナーズ株式会社 取締役 

GMO TECH 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あおぞらネット銀行株式会社 社外取締役 

GMOインターネットグ

ループ経営、公認会計

士としての幅広い知識

と経験をもとに、当社

のガバナンス体制強化

と経営全般に対する助

言を得るため 

取締役 

（非常勤） 
金子 岳人 

■親会社 

GMOインターネット株式会社 

取締役 

 

■親会社の関係会社 

GMO あおぞらネット銀行株式会社 代表取締役会

長 

GMO フィナンシャルホールディングス株式会社 

取締役 

日本アイ・ビー・エム

株式会社で専務執行役

員を務めた経歴を有し

ており、当社と係わり

のある金融関連事業に

関する豊富な経験と知

識等を当社の経営に活

かすため 

取締役 

（非常勤） 
西山 裕之 

■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 グループ人財開

発統括兼グループアライアンス推進室長 

 

■親会社の関係会社 

GMOペパボ株式会社 取締役 

GMOインターネットグ

ループ経営及び企業経

営を通じて培った高い

見識、業界・グループ

内のサービスに精通し

ており、その幅広い知

識と豊富な経験を当社

の経営に活かすため 

取締役 

（非常勤） 
山下 浩史 

■親会社 

GMOインターネット株式会社 

専務取締役 グループシステム部門統括兼システ

ム本部長 

GMOインターネットグ

ループ経営及びグルー

プ内のサービス基盤を

支えるシステムに精通

しており、その豊富な

知識と経験を当社の経

営に活かすため 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等 

親会社からの事業上の制約等は特段なく、経営に関して親会社からの独立性を確保しております。 

 

④ 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

当社グループの事業展開にあたっては、親会社等の指示や承認に基づいてこれを行うのではな

く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員及び過半数を占める専任役員を中心と

する経営陣の判断のもと、独自に意思決定して実行しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

（自 2018年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日） 

種類 名称 関係内容 
取引金額 

（千円） 

未決済残高 

（千円） 

親会社 
GMOインターネット 

株式会社 

資金の寄託（注） 

（期間設定あり） 
10,391,780 7,800,000 

利息の受取 40,661 86 

（注）GMOインターネットグループがグループ全体で資金運用を行うために導入しているキャ

ッシュマネジメントシステムによる預け金です。また、取引金額は、期中平均残高を表

示しております。 

 

４．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 

当社グループの営業取引における親会社等の企業グループへの依存度は低く、一部を除いてはそ

のほとんどは当社グループと資本関係を有しない一般企業との取引となっております。また、親

会社等のグループとのその他の取引については少数株主保護の観点から原則として行わない方

針となっております。 

当社グループが親会社等の企業グループと取引を行う場合には、新規取引開始時及び既存取引の

継続時も含め、取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件との比較などから慎重

に検討して実施しております。具体的には、定期的に第三者との取引条件と総合的に比較検討し、

適正な条件であることを親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役会に報告す

ることとしております。 

 

 

以 上 

役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由 

取締役 

（非常勤） 
佐藤 明夫 

■親会社の関係会社 

GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役 

弁護士として幅広い知

識と経験をもとに、法

務の専門家として当社

の経営に対する助言及

び意見を得るため 

代表取締役社長 相浦 一成 

■親会社 

GMO インターネット株式会社 取締役副社長グル

ープ決済部門統括（非常勤） 

GMOインターネット 

グループとの連携強化 

のため 


