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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年12月20日に提出いたしました第14期（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日）有価証券報告書

の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出

するものであります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

２ 沿革 

３ 事業の内容 

第２ 事業の状況 

４ 事業等のリスク 

第４ 提出会社の状況 

５ 役員の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

注記事項 

（連結損益計算書関係） 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

追加情報 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 
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第一部【企業情報】 
 

第１【企業の概況】 
 

２【沿革】 

（訂正前） 

年月 事項 

平成７年３月 東京都渋谷区において、クレジットカード決済処理業務を目的として、資本金60百万円でカー

ド・コール・サービス株式会社を設立 

平成12年８月 大阪営業所開設 

平成12年11月 商号を「株式会社カードコマースサービス」に変更 

平成16年７月 親会社が株式会社エムティーアイからCCSホールディング株式会社に異動 

平成16年９月 株式会社アスナルからクレジットカード決済事業の営業を譲受 

平成16年11月 株式会社ペイメント・ワンからクレジットカード決済事業の営業を全部譲受 

平成17年１月 親会社がCCSホールディング株式会社からグローバルメディアオンライン株式会社（現 ＧＭＯ

インターネット株式会社）に異動 

平成17年２月 商号を「ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社」に変更 

平成17年４月 東京証券取引所マザーズに株式を上場 

平成17年５月 イプシロン株式会社を子会社化（現 連結子会社） 

 

（訂正後） 

年月 事項 

平成７年３月 東京都渋谷区において、クレジットカード決済処理業務を目的として、資本金60百万円でカー

ド・コール・サービス株式会社を設立 

平成11年３月 「CCS-Wareソリューション」の販売及びサービスを開始 

クレジットカード洗替サービスを開始 

平成12年３月 インテグラン株式会社が当社株式を取得し、当社の親会社となる 

平成12年８月 大阪営業所開設 

平成12年９月 株式会社エムティーアイがインテグラン株式会社から当社株式を取得し、当社の親会社となる 

平成12年11月 商号を「株式会社カードコマースサービス」に変更 

代表加盟店契約による事務代行サービス業務を開始 

クレジットカード会社へのOEM提供を開始 

平成16年７月 株式会社エムティーアイが当社株式の所有を目的とする持株会社としてCCSホールディング株式

会社を設立 

平成16年９月 グローバルメディアオンライン株式会社（現 ＧＭＯインターネット株式会社）が株式会社エム

ティーアイからCCSホールディング株式会社を株式交換により取得、当社の親会社となる 

株式会社アスナルからクレジットカード決済事業の営業を譲受 

平成16年11月 株式会社ペイメント・ワンからクレジットカード決済事業の営業を全部譲受 

平成17年１月 グローバルメディアオンライン株式会社がCCSホールディング株式会社を吸収合併 

平成17年２月 商号を「ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社」に変更 

平成17年４月 東京証券取引所マザーズに株式を上場 

平成17年５月 イプシロン株式会社を子会社化（現 連結子会社） 

 



 

－  － 
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３【事業の内容】 

（訂正前） 

当社グループは、当社及び連結子会社１社で構成されており、消費者向け電子商取引（BtoC EC）をはじめと

した非対面販売１を行う事業者に対し、決済業務が効率よく実現できる情報処理サービス等を提供しておりま

す。 

クレジットカードを用いた販売信用２における消費者、事業者（クレジットカード加盟店、以下加盟店）、ク

レジットカード会社との間で成り立つクレジットカードショッピングの中の非対面のクレジットカード決済の

業務処理サービスが主な事業領域です。 

当社は、クレジットカード会社とオンライン接続する決済システムを保有・運営し、加盟店に当システムを利

用するための接続用ソフトウェア３及びWeb画面等を通じた決済データ処理の管理ツール等を提供しておりま

す。 

当社の主なサービスとしては、加盟店が消費者に商品を販売する際に必要なクレジットカード会社に対して行

う与信処理４等のオンライン決済データ処理サービス、売上請求処理５、洗替処理６等のオフライン決済データ

処理サービス、クレジットカード会社と加盟店契約を締結していない事業者から、複数の加盟店契約をまとめ

て締結、毎月の売上代金の入金を一括して請負う代表加盟サービス、さらに、上記及び加盟店側で行う決済関

連の事務作業を全て当社にて代行する、事務代行サービス等があります。 

当社グループのサービスの特徴は、加盟店の様々なニーズを満たすための豊富なサービスと接続用ソフトウェ

アを揃えている点であり、具体的には次のとおりであります。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

当社グループは、当社及び連結子会社１社で構成されており、消費者向け電子商取引（BtoC EC）をはじめと

した非対面販売１を行う事業者に対し、決済業務が効率よく実現できる情報処理サービス等を提供しておりま

す。 

クレジットカードを用いた販売信用２における消費者、事業者（クレジットカード加盟店、以下加盟店）、ク

レジットカード会社との間で成り立つクレジットカードショッピングの中の非対面のクレジットカード決済の

業務処理サービスが主な事業領域です。 

当社は、クレジットカード会社とオンライン接続する決済システムを保有・運営し、加盟店に当システムを利

用するための接続用ソフトウェア３及びWeb画面等を通じた決済データ処理の管理ツール等を提供しておりま

す。 

当社の主なサービスとしては、加盟店が消費者に商品を販売する際に必要なクレジットカード会社に対して行

う与信処理４等のオンライン決済データ処理サービス、売上請求処理５、洗替処理６等のオフライン決済データ

処理サービス、クレジットカード会社と加盟店契約を締結していない事業者から、複数の加盟店契約をまとめ

て締結、毎月の売上代金の入金を一括して請負う代表加盟サービス、さらに、上記及び加盟店側で行う決済関

連の事務作業を全て当社にて代行する、事務代行サービス等があります。 

当社の親会社であるＧＭＯインターネット株式会社は、当社の発行済株式総数の52.3％を保有する筆頭株主で

あり、ＧＭＯインターネットグループを形成し、アクセス事業、ドメイン事業、レンタルサーバー事業、クレ

ジットカード決済処理サービス事業、インターネット広告メディア事業等のインターネットビジネスに必要な

サービスを提供しております。 

当社は、オンラインショッピングの決済手段としてのクレジットカード決済が広がるなか、ＧＭＯインター

ネットグループにおいて、インターネット上でのクレジットカード決済処理サービス事業を担う会社と位置づ

けられております。なお、ＧＭＯインターネットグループにおいて、当社グループ以外では同事業は行なわれ

ておらず、グループ内での競合関係はありません。 

当社グループのサービスの特徴は、加盟店の様々なニーズを満たすための豊富なサービスと接続用ソフトウェ

アを揃えている点であり、具体的には次のとおりであります。 

＜後略＞ 

 



 

－  － 
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第２【事業の状況】 
 

４【事業等のリスク】 

（訂正前） 

(3）親会社との関係について 

① 省略 

② ＧＭＯインターネットグループとの取引について 

主にＧＭＯインターネット株式会社とのクレジットカード決済処理サービスの提供による取引が、平成18

年10月から平成19年９月において、19百万円発生いたしました。 

 

③ ＧＭＯインターネット株式会社との役員の兼務関係について 

平成19年９月30日現在における当社の役員11名のうち、ＧＭＯインターネット株式会社の役員を兼ねる者

は３名であり、その氏名、当社における役職及び同社における役職は次のとおりであります。 

氏名 当社における役職 ＧＭＯインターネット株式会社における役職 

熊谷 正寿 取締役会長（非常勤） 代表取締役会長兼社長 

相浦 一成 代表取締役社長 取締役（非常勤） 

安田 昌史 監査役（非常勤） 専務取締役 

なお、熊谷正寿氏については、業務を遂行するために招聘されたものではなく、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、当社の経営執行に与える影響は限定的であると認識しており

ます。 

 

（訂正後） 

(3）親会社グループとの関係について 

① 省略 

② ＧＭＯインターネットグループ（ＧＭＯインターネット株式会社及び同社の子会社）との取引について 

平成19年９月期における、当社グループのＧＭＯインターネットグループとの取引につきましては、当社

グループの収益に係る取引総額は72,726千円、費用に係る取引総額は15,627千円、その他の取引総額は

909,649千円であります。また、これらのうち、取引金額が１百万円以上の取引内容は、次のとおりであ

ります。 

 

（関連当事者取引注記該当分の１百万円以上の取引内容） 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有割
合(％) 

役員の
兼任等
(人)

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

 

資金の預入 900,000 
関係会社
預け金 
(＊１) 

－

親会社 
ＧＭＯイ
ンター
ネット㈱ 

東京都 
渋谷区 

9,651,757 
インター
ネット総
合事業 

(被所有)
直接 

52.3
3

余剰資
金の運
用 

利息の受取 
(＊２) 

3,211 － －

（＊１）関係会社預け金は、同社並びにその関係会社各社の資金を一元化して効率活用することを目的とする

「キャッシュマネジメントサービス」により、同社へ３ヶ月以内の任意の期間にて寄託している資金であり

ます。 

（＊２）受取利息の金利については、市場の実勢金利を考慮の上決定しております。 

（＊３）主に平成17年４月４日に入金された増資手取金（1,177,600千円）のうち、早期入金サービス等の運転資金

への充当予定額（799,600千円）の充当までの一時的な資金運用として実施しております。 

 



 

－  － 
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（その他の１百万円以上の取引内容） 

  （単位：千円）

相手先 取引の内容 取引金額 

ＧＭＯインターネット株式会社 カード決済代行業務売上 19,852 

 マルチ決済サービス売上 29,027 

 ホームページ保守・管理費支払 1,350 

 ラック利用料支払 3,175 

 事務所転貸による受取家賃（＊１） 8,267 

 事務所転貸に伴う受取光熱費等（＊１） 1,382 

ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社 カード決済代行業務売上 3,688 

ＧＭＯメディア株式会社 カード決済代行業務売上 1,936 

株式会社paperboy＆co. カード決済代行業務売上 8,658 

 加盟店紹介取次手数料 2,500 

株式会社ティーカップ・コミュニケーション カード決済代行業務売上 1,348 

株式会社メイクショップ マルチ決済サービス売上 2,888 

 加盟店紹介取次手数料 5,023 

（＊１）事務所の転貸等は使用面積に応じ、当社とＧＭＯインターネット株式会社が費用負担しております。なお、

財務諸表上は受取家賃・受取光熱費等については家主への支払家賃・支払光熱費等と相殺処理を行なってお

ります。 

（＊２）上記（＊１）を除いた取引の取引条件は類似事例等を参考に協議の上決定しております。 
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③ 親会社等との役員の兼務関係について 

a. 親会社との役員の兼務関係について 

平成19年９月30日現在における当社の役員11名のうち、親会社であるＧＭＯインターネット株式会社の

役員を兼ねる者は３名であり、当社における役職、氏名及び同社における役職は次のとおりであります。 

氏名 当社における役職 ＧＭＯインターネット株式会社における役職 

熊谷 正寿 取締役会長（非常勤） 代表取締役会長兼社長 

相浦 一成 代表取締役社長 取締役（非常勤） 

安田 昌史 監査役（非常勤） 専務取締役 

なお、熊谷正寿氏については、業務を遂行するために招聘されたものではなく、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、当社の経営執行に与える影響は限定的であると認識して

おります。 

 

b. 兄弟会社との役員の兼務関係について 

兄弟会社であるＧＭＯ VenturePartners株式会社の役員を兼ねる常勤取締役は１名であり、当社におけ

る役職、氏名及び同社における役職は次のとおりであります。 

氏名 当社における役職 ＧＭＯ VenturePartners株式会社における役職 

村松 竜 常務取締役 取締役（非常勤） 

上記取締役(非常勤)については、業務を遂行するために就任したものではなく、投資事業に関する助言

を行うことを目的として就任したものであり、当社の経営執行状況に与える影響はないものと認識して

おります。 

なお、非常勤役員では当社取締役会長の熊谷正寿は株式会社まぐクリック取締役会長、ＧＭＯホスティ

ング＆セキュリティ株式会社取締役会長、株式会社paperboy&co.取締役会長、株式会社ティーカップ・

コミュニケーション代表取締役会長、JWord株式会社取締役会長、ＧＭＯソリューションパートナー株

式会社取締役会長その他の兼務を行なっております。 

監査役の安田昌史はＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社取締役その他の兼務を行なっておりま

す。 

 



 

－  － 
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第４【提出会社の状況】 
 

５【役員の状況】 

（訂正前） 

役職 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

平成３年５月 株式会社ボイスメディア（現Ｇ

ＭＯインターネット株式会社）

代表取締役社長就任 

平成７年５月 同社代表取締役社長退任 

同社取締役 

平成８年12月 インターキュー株式会社（現Ｇ

ＭＯインターネット株式会社）

代表取締役社長就任 

平成11年９月 株式会社まぐクリック代表取締

役社長就任 

平成12年４月 株式会社まぐクリック代表取締

役社長退任 

同社取締役（現任） 

平成13年８月 株式会社アイル（現ＧＭＯホス

ティング＆セキュリティ株式会

社）代表取締役会長就任 

平成15年３月 グローバルメディアオンライン

株式会社（現ＧＭＯインター

ネット株式会社）代表取締役会

長兼社長就任（現任） 

株式会社アイル（現ＧＭＯホス

ティング＆セキュリティ株式会

社）代表取締役会長退任 

同社取締役会長（現任） 

平成16年３月 株式会社paperboy＆co.取締役

会長就任（現任） 

平成16年８月 株式会社ティーカップ・コミュ

ニケーション代表取締役会長就

任（現任） 

平成16年12月 当社取締役会長就任（現任） 

平成17年３月 ＪＷｏｒｄ株式会社代表取締役

会長就任 

平成19年３月 同社代表取締役会長退任 

同社取締役会長就任（現任） 

取締役会長  熊谷 正寿 昭和38年７月17日生

平成19年３月 ＧＭＯソリューションパート

ナー株式会社取締役会長就任

（現任） 

（注３） －

 



 

－  － 
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（訂正後） 

役職 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

平成３年５月 株式会社ボイスメディア（現Ｇ

ＭＯインターネット株式会社）

代表取締役社長就任 

平成７年５月 同社代表取締役社長退任 

同社取締役 

平成８年12月 インターキュー株式会社（現Ｇ

ＭＯインターネット株式会社）

代表取締役社長就任 

平成11年９月 株式会社まぐクリック代表取締

役社長就任 

平成12年４月 株式会社まぐクリック代表取締

役社長退任 

同社取締役 

平成13年８月 株式会社アイル（現ＧＭＯホス

ティング＆セキュリティ株式会

社）代表取締役会長就任 

平成15年３月 グローバルメディアオンライン

株式会社（現ＧＭＯインター

ネット株式会社）代表取締役会

長兼社長就任（現任） 

株式会社アイル（現ＧＭＯホス

ティング＆セキュリティ株式会

社）代表取締役会長退任 

同社取締役会長（現任） 

平成16年３月 株式会社paperboy＆co.取締役

会長就任（現任） 

平成16年８月 株式会社ティーカップ・コミュ

ニケーション代表取締役会長就

任（現任） 

平成16年12月 当社取締役会長就任（現任） 

平成17年３月 ＪＷｏｒｄ株式会社代表取締役

会長就任 

平成19年３月 同社代表取締役会長退任 

同社取締役会長就任（現任） 

平成19年３月 ㈱まぐクリック取締役会長就任

（現任） 

取締役会長  熊谷 正寿 昭和38年７月17日生

平成19年３月 ＧＭＯソリューションパート

ナー株式会社取締役会長就任

（現任） 

（注３） －

 



 

－  － 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(5）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

（訂正前） 

平成19年９月30日現在、監査役安田昌史は、当社の親会社であるＧＭＯインターネット株式会社の専務取締

役であります。 

 

（訂正後） 

平成19年９月30日現在、監査役安田昌史は、当社の親会社であるＧＭＯインターネット株式会社の専務取締

役であります。また、社外監査役である鈴木監査役は当社株式を80株保有しておりますが、この他は当社と

の間には人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。 

 

第５【経理の状況】 
 

１【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

注記事項 

（連結損益計算書関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 
 

給与手当 296,473千円

賞与引当金繰入額 23,739千円

貸倒引当金繰入額 6,994千円
  

 
給与手当 360,883千円

賞与引当金繰入額 21,348千円

貸倒引当金繰入額 9,304千円
  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
 

建物 2,898千円

工具器具備品 1,871千円

ソフトウェア 1,018千円

合計 5,788千円
  

 
工具器具備品 53千円

  

 



 

－  － 
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（訂正後） 

前連結会計年度 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

当連結会計年度 
自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 
 

給与手当 296,473千円

賞与引当金繰入額 23,739千円

貸倒引当金繰入額 6,994千円
  

 
給与手当 360,883千円

賞与引当金繰入額 21,348千円

貸倒引当金繰入額 9,304千円
  

 （追加情報） 

  前連結会計年度において、「役員報酬」に含め

て処理しておりました「使用人兼務取締役に対す

る使用人分給与相当額」（前連結会計年度21,615

千円）は、金額的重要性が増したため、明瞭表示

の観点から、当連結会計年度より「給与手当」に

含めて処理しております。 

 これに伴い、上記主要な費目及び金額の「給与

手当」には、前連結会計年度において「役員報

酬」として処理しておりました「使用人兼務取締

役に対する使用人分給与相当額」35,421千円を含

めて処理しております。 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
 

建物 2,898千円

工具器具備品 1,871千円

ソフトウェア 1,018千円

合計 5,788千円
  

 
工具器具備品 53千円

  

 

２【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

（追加情報） 

（訂正前） 

 記載ありません。 

 

（訂正後） 

前事業年度 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

当事業年度 
自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日 

 （損益計算書） 

－ 前事業年度において、販売費及び一般管理費の「役員

報酬」に含めて表示しておりました「使用人兼務取締

役に対する使用人分給与相当額」（当事業年度35,421

千円）は、金額的重要性が増したため、明瞭表示の観

点から、当事業年度より販売費及び一般管理費の「給

与手当」に含めて表示しております。 

なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「役員報

酬」に含めて表示していた「使用人兼務取締役に対す

る使用人分給与相当額」は21,615千円であります。 

 




