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株主の皆さまへ

インターネット広告市場における
「ビジネス基盤確立の10年」から
「新たなる成長の10年」へ

GMOアドパートナーズ株式会社
代表取締役社長　高橋　信太郎

ごあいさつ

　株主の皆さまには、ますますご清祥のこととお慶び申し
上げます。日頃は、格別のご高配を賜りまして、誠にあり
がとうございます。
　当社、GMOアドパートナーズ株式会社は1999年9月に設
立され、2000年9月に現在の大証ヘラクレス市場に上場し、
皆さまのご支援のおかげで、創業から10周年を迎えること
ができました。
　当社は、創業から2009年までの10年間に対して、創業11
年目にあたる2010年から始まる10年間を、「新たなる成長
の10年」と位置づけ、新たな飛躍に向けたスタートを切り
ました。
　中長期での成長が見込まれているインターネット広告市
場において、より価値あるサービスを提供することで、さ
らなる利益成長を実現し、株主価値を高めてまいる所存で
ございますので、今後ともご支援いただけますよう、何卒、
お願い申し上げます。

「ビジネス基盤確立の10年」

　当社は、1999年に電子メール広告配信サービスから事業
を開始し、国内におけるインターネットの普及を背景にイ
ンターネット広告市場が急速に拡大する中、2006年10月に
は中堅中小の広告代理店向けにネット参入支援セミナー開
催を開始し、中堅中小広告代理店の営業支援を実施するこ
とで、中堅中小広告代理店ネットワークの構築による販売
力の強化を進めてきました。
　2009年2月に求人広告事業から撤退し、インターネット
広告事業への事業展開の集中を行う一方で、中堅中小広告
代理店ネットワークによる強い販売力を基礎に、2008年2
月に株式会社サイバー・コミュニケーションズとの資本･業
務提携を実施、2009年11月には株式会社ディーツーコミュ
ニケーションズとの業務提携を行い、強い販売力と幅広い
商品供給力を兼ね備えた「中堅中小代理店向け総合メディ
アレップ（媒体卸）」としての地位を確立いたしました。
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当期（2009年12月期）の連結業績について

　当期（2009年12月期）は、インターネット広告事業は堅
調に拡大した一方で、 2009年2月に、採算が悪化していた求
人広告事業からの事業撤退を実施したことで、売上高は減
少しました。
　不採算事業からの撤退効果に加えて、自社およびグルー
プ開発商品の育成・販売強化を推進した結果、営業利益は
前期比約17倍の38百万円、経常利益は前期比83％増の130
百万円と大幅増益を達成することができました。
　この結果、配当金につきましては、1株当たり450円の復
配とさせていただきました。

「新たなる成長の10年」に向けて

　現在、国内企業におけるインターネット広告の利用率は
31.0％（2009年4月総務省調べ）であり、テレビや新聞、雑
誌といった従来媒体からのシフトにより、市場は中長期的
に高い成長が見込まれています。
　そのような環境下、私たちGMOアドパトナーズ株式会社
は、創業から昨年までの「ビジネス基盤確立の10年」にお

いて、中堅中小広告代理店による販売ネットワークを構築
し、一方で大手メディアレップとの協業を進めることで市
場におけるポジション、インターネット広告流通における
優位性を確立しました。
　今後のインターネット広告市場においては、インターネッ
トという媒体の持つ即時性・双方向性を利用した、広告の
技術的な高度化・多様化の急速な進行が見込まれます。
　当社が、2010年からの「新たなる成長の10年」において、
継続的な利益成長を実現するためには、この広告技術の高
度化・多様化を見極め、今まで築きあげてきた強力な販売
ネットワークや、幅広い媒体社とのリレーションの価値を
最大限活用することにより、インターネット広告分野にお
いて、「PCからモバイル、SEMまで幅広くカバーしている
中堅中小代理店向け総合メディアレップ」という当社の強
みを活かした市場開拓、自社商品展開などにより、さらな
るシェア拡大･収益拡大を進める計画です。
　高い成長性が期待されるインターネット広告市場におい
て、強力な事業基盤をさらに強固なものとし、継続的な利
益成長を実現することで、株主価値の最大化を図ってまい
ります。
　また、株主還元につきましては、連結利益の30％を目標に、
安定した配当を継続的に行うことを基本方針としておりま
す。

2009年12月期　通期（1－12月）連結業績
2009年通期 対前期比

▶売上高 ： 4,651百万円 △26.2%

▶営業利益 ： 38百万円 約17倍

▶経常利益 ： 130百万円 ＋83.5%

▶当期純利益 ： 81百万円 黒字転換
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インターネット広告市場の概況と当社の成長戦略

●インターネット広告市場の概況

　景気の低迷を背景に、国内の広告市場においてテレビ
や新聞などの広告媒体が衰退する中、インターネット広
告は検索連動型広告やモバイル広告が伸びたこともあり、
2009年のインターネット広告費は、7,069億円（前年比
101.2％）と増加いたしました（株式会社電通調べ）。そ
の結果、新聞広告（6,739億円）を上回り、テレビ広告に
次ぐ規模となっております。
　広告主にとってインターネット広告の活用、SEM（検
索エンジンマーケティング）、検索連動型広告、成果報酬
型広告などは、広告手法として定着しており、また
Twitterに代表されるミニブログなどの新たな広告手法の
進化や多様化が進むことにより今後もインターネット広
告市場は堅調に成長していくものと思われます。

●インターネット広告市場における当社のポジション

　当社は、2004年にPCとモバイルのほぼすべてのイン
ターネット広告販売を開始し、2008年2月には、PC領域
における大手メディアレップで電通グループの株式会社
サイバー・コミュニケーションズと資本・業務提携を行い、
さらに2009年11月にはモバイル領域における大手メディ
アレップであり、株式会社電通と株式会社NTTドコモが
共同出資している株式会社ディーツーコミュニケーショ
ンズと業務提携を行いました。この結果、当社は広告代
理市場においてPCおよびモバイル広告、SEMなどすべて
の商品を取り扱う唯一の「中堅中小代理店向け総合メディ
アレップ」としての地位を確立いたしました。

（単位：億円）

■広告市場における媒体別広告費の推移
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（出典　株式会社電通「日本の広告費」）

■インターネット広告分野での当社の立ち位置
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取扱品目:PC

PC領域NO.1

PC系割合100%

モバイル系割合100%

中堅中小割合
100%

D2C
ソフトバンク
モバイル

取扱品目:モバイル
モバイル領域NO.1

電通系

CCI

NTTドコモ×電通系

DAC
中堅中小代理店向け
総合メディアレップ

CCI⇔GMO-AP
資本・業務提携

D2C⇔GMO-AP
業務提携

GMO-AP

取扱品目:
PC、モバイル＋SEM
PC、モバイルの領域を
完全カバーしているのは
GMO-APのみ

大手専業割合
100%

中堅中小代理店領域NO.1



4

●当社の成長戦略

当社の成長戦略のポイントは、大きく3つ挙げられます。
① 当社の販売力の基盤となっている、2,000社を超える中
堅中小の広告代理店ネットワークの強化
　　当社では、広告代理店支援として、
　・代理店から広告主に対する商品別提案の整備
　・代理店管理システムの導入
　・定期的な勉強会
　 等を実施しております。今後は、成長著しいモバイル
広告の営業提案支援などを行うことで、代理店1社ごと
の収益拡大支援を強化していく計画でございます。

② PCおよびモバイル領域における大手メディアレップと
の協業強化
　 　2008年、2009年と大手メディアレップとの業務提携
を実施し、商材供給、商品ラインナップの拡充を実現
したのみならず、案件開拓、代理店開拓や企画・開発
分野での連携強化を進め、提携効果の最大化を進めて
まいります。

③ 自社・グループ開発商品の育成および拡販
　 　当社は既に、唯一の「中堅中小代理店向け総合メディ
アレップ」として市場におけるポジションを確立して
おり、幅広い商品群によって開拓した顧客および代理
店に、自社・グループ開発商品を提供することにより、
利益率の向上を進めていく計画であります。

　当社は、2008年下期より自社およびGMOグループが開
発したSEM商品の投入・販売を行い、2009年2月の求人
広告事業からの撤退を機に、SEM事業に関して本格的に
展開してまいりました。
　この結果、当社（単体）の売上総利益率は、2008年第4
四半期の13.5％から2009年第4四半期には18.6％と、劇的
な改善を達成いたしました。
　今後の戦略においては、下表の自社・グループ開発商
品を中心に市場投入を進め、売上総利益率のさらなる改
善を推進いたします。

（単位：百万円）
■GMO-AP単体売上高および売上総利益率の推移

07.1Q 07.2Q 07.3Q 07.4Q 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 09.3Q 09.4Q

メルモ売上高

一般純広告売上高

売上総利益率

Jword売上高

SEO売上高

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%
2008年下期より

自社開発商品（SEM商品）の投入

13.5％

18.6％
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■自社・グループ開発商品一覧（2010年2月現在）
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事業別の成長戦略

●メディアレップ事業

　メディアレップ事業は、PCレップ領域とモバイルレッ
プ領域に展開しており、当社が組織化した2,000社を超え
る中堅中小代理店ネットワークを活用して、インターネッ
トメディアから仕入れた広告を代理店や顧客に販売して
おります。
　当社の販売ネットワークにおける中堅中小代理店が、
各々の売上を拡大させることが結果的に当社の売上拡大
に繋がるため、当社は代理店に不足しているインターネッ
ト広告に関する知識やノウハウを補完するとともに、幅
広い品揃えにより効率的な商材供給を進めております。
インターネットメディアとの関係性が強い大手メディア
レップとの業務提携は、この商材供給という点で、非常
に大きな意味を持っております。
　また、現在のインターネット広告市場では、モバイル
領域における伸びが著しいことから、当社ではモバイル
広告を取り扱える代理店の育成・拡大を進めております。
　さらに、2009年10月に販売を本格化した自社開発のネッ
トワーク型広告配信サービス「ADResult（アドリザルト）」
の販売にも注力しております。
　「ADResult」による広告配信は、広告主が出稿した広告
が、国内だけでなく海外も含めた多数の媒体の中で、広
告主のニーズや広告内容にマッチした属性の媒体に自動
で配信され、広告効果の最大化を進めます。
　米国では既に、ネットワーク型広告がインターネット
広告の7割を占めており、広告効果の最大化を目的とした
様々な技術が開発されております。

　今後、日本でもネットワーク型広告がインターネット
広告における大きな流れとなると考えられており、当社
は、このような市場の方向性と顧客ニーズを先取りした
対応を進め、自社開発によるネットワーク型広告の販売
により、代理店や顧客だけでなく、媒体に対しても媒体
収益化の提案に注力してまいります。
　加えて、現在PCレップ事業で展開している「ADResult」
をモバイルレップ事業においても展開を進める計画であ
り、モバイル領域も含めたメディアレップ事業の自社・
グループ開発商品の販売強化により、収益性のさらなる
向上を図ってまいります。

他、100媒体以上

3つの特徴
海外を中心に活動するグローバ
ルアドネットワークと提携、多く
の国・地域への広告配信が可能

自動最適化を行う配信システム
で、効率的に広告訴求が可能

広告主のニーズに合わせた細や
かなプランと見積もりを提案可
能

（アドリザルト） http://www.adresult.jp/

広告主にとって効果的・効率的なプロモーションを実現する、
国内・海外の優良サイトを網羅したネットワーク型広告配信
サービスを開発、提供開始！

■ネットワーク型広告配信サービスの開始



6

●SEM事業

　SEM事業とは、検索エンジンマーケティング商品を販
売する事業のことであり、顧客が保有するインターネッ
トサイトが、検索された時に上位表示されるよう支援す
る仕組みを販売しております。
　SEM事業の扱い商品では、当社の親会社であるGMOイ
ンターネット株式会社が、国内市場におけるトップシェ
アを占めているSEOが主ですが、当社はその商品をダイ
レクトマーケティングにより直接、顧客に販売しており
ます。
　それ以外にも自社開発商品の成果型SEOをはじめとし
た新規事業の立ち上げの実施や、JWordといった固定型
SEM商品などの販売も行っており、SEMに対する顧客
ニーズを漏らさずカバーしております。
　またSEOのダイレクトセールスを実施してきた結果、
当社では2009年末時点で1,000社を超えるSEM顧客の
データベースを有しており、今後は、顧客データベース
を活用したソリューションの提供に注力する計画であり
ます。
　SEMそのものは、検索における上位表示を支援するサー
ビスですが、顧客の真の目的は検索の上位表示にとどま
るものではなく、収益の拡大であることから、顧客サイ
ト等の属性分析を行うことで、顧客それぞれのニーズに
最も適合するソリューションを提案・提供し、顧客の「サ
イトに集客し、自社の収益拡大を図る」というニーズに
応えてまいります。
　そしてSEM以外のサービスについても売上獲得の機会
を創出していく計画であります。

●モバイル事業

　モバイル事業は、連結子会社であるGMOモバイル株式
会社において、モバイル向けメールマガジンの配信サー
ビス「メルモ」、モバイル向け無料ニュース＆エンタメ情
報サイト「読めるモ」の配信サービス、文化系女子のニー
ズに応える絵文字サイト「絵文字の王子様」などの開発・
運営を行っております。
　モバイル事業の今後の戦略としては、媒体価値の向上
とネットワーク型広告商品への注力が中心となります。
　「読めるモ」の、2009年末の月間PV（ページビュー）
数は4,800万PVとなっており、今後、コンテンツの拡充お
よびスマートフォンへの対応等により、月間1億PVを達
成し、媒体価値を上げることで、広告収入の拡大を図る
計画でございます。
　「絵文字の王子様」については、au、softbank、
docomoといった携帯3キャリアで公式サイト化が完了し
ており、課金ビジネスを本格化する方針であります。
　加えて、市場拡大の著しいモバイル広告市場において、
ネットワーク型広告の開発と拡販により収益拡大を加速
させる計画であります。

■携帯向け提供コンテンツ

【携帯専用】
  モバイル向け
  メールマガジン
  配信サービス

【携帯専用】
  無料ニュース＆
  エンタメサイト

【携帯専用】
  文化系女子向け
  絵文字サイト
（月額固定 315円）
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ニュース＆トピックス

2008年12月期から2009年12月期のIRニュースを振り返りご紹介いたします。

2月 2月 10月6月 11月

2008年12月期 2009年12月期

2008年2月
電通グループでPC領域の
大手メディアレップである
CCIと資本・業務提携。

2009年2月
求人広告事業から撤退。SEM事業に人材とノウハウを注力。

2009年6月
当社子会社のGMOモバイルで携帯向け課金サイト
「絵文字の王子様」をオープン。
6月からEzweb、7月からYahoo! keitai、
12月からdocomoで公式サイトとして提供中

2009年10月
「ADResult（アドリザルト）」の正式提供開始
国内・海外の有料サイトを網羅した
ネットワーク型広告配信サービス

2009年11月
電通とNTTドコモが出資している
モバイル領域の大手メディアレップ
であるD2Cと業務提携
モバイル広告の販売・仕入れおよび企画・開発の分野において協業

（単位：百万円）
※売上高はグロス売上高（WEB系売上高のみ）

■合計
■内、Yahoo!
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2008年2月
CCIと資本・業務提携

他、100媒体以上

3つの特徴
海外を中心に活動するグローバルアド
ネットワークと提携、多くの国・地域
への広告配信が可能

自動最適化を行う配信システムで、効
率的に広告訴求が可能

広告主のニーズに合わせた細やかなプ
ランと見積もりを提案可能

モバイル広告に関する広範な
ノウハウ・主要モバイル

メディアへの
ネットワーク保有
株式会社ディーツー
コミュニケーションズ

中堅中小代理店に対する
幅広い販売網を保有
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■連結貸借対照表 （単位：百万円）※単位未満切り捨て

過去のIR情報、今後のIRスケジュール、IR資料などの詳
しい内容は当社ホームページにてご確認いただけます。

http://ir.gmo-ap.jp

■連結貸借対照表
　 投資有価証券の売却および評価損により資産合計は減少しました。
　 利益剰余金の増加により純資産は増加し、自己資本比率は前年75.3％
から79.3％に上昇しました。

連結財務諸表

科　目 第10期
（平成20年12月31日現在）

第11期
（平成21年12月31日現在）

（資産の部）

Ⅰ流動資産 3,782 3,894

Ⅱ固定資産 944 691

　　有形固定資産 28 25

　　無形固定資産 99 77

　　投資その他の資産 815 588

　資産合計 4,726 4,586

（負債の部）

Ⅰ流動負債 664 504

Ⅱ固定負債 490 443

　負債合計 1,155 947

（純資産の部）

Ⅰ株主資本 3,554 3,636

　　資本金 1,301 1,301

　　資本剰余金 2,353 2,353

　　利益剰余金 503 585

　　自己株式 △603 △603

Ⅱ評価・換算差額等 4 2

Ⅲ少数株主持分 10 －

　純資産合計 3,570 3,639

　負債純資産合計 4,726 4,586



9

連結財務諸表

■連結損益計算書 ■連結キャッシュ・フロー計算書

■連結株主資本等変動計算書（平成21年1月1日～平成21年12月31日）

（単位：百万円）※単位未満切り捨て （単位：百万円）※単位未満切り捨て

（単位：百万円）※単位未満切り捨て

科　目
第10期

平成20年1月1日～（平成20年12月31日）
第11期

平成21年1月1日～（平成21年12月31日）
Ⅰ売上高 6,305 4,651

Ⅱ売上原価 4,702 3,714

　売上総利益 1,603 936

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,601 898

　営業利益 2 38

Ⅳ営業外収益 71 93

Ⅴ営業外費用 2 0

　経常利益 71 130

Ⅵ特別利益 61 8

Ⅶ特別損失 245 61

　税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △112 77

　法人税、住民税及び事業税 27 2

　過年度法人税等 44 －

　法人税等調整額 57 △5

　少数株主損失 4 1

　当期純利益又は当期純損失（△） △238 81

科　目
第10期

平成20年1月1日～（平成20年12月31日）
第11期

平成21年1月1日～（平成21年12月31日）
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー △185 108

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー 67 120

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー △486 40

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △604 268

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 3,557 2,952

Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 2,952 3,221

株主資本 評価･換算差額等
少数株主
持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成20年12月31日　残高 1,301 2,353 503 △603 3,554 4 4 10 3,570

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 － － － － － － － － －

　当期純利益 － － 81 － 81 － － － 81

　株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） － － － － － △2 △2 △10 △13

連結会計年度中の変動額合計 － － 81 － 81 △2 △2 △10 68

平成21年12月31日　残高 1,301 2,353 585 △603 3,636 2 2 － 3,639

■連結損益計算書
　 求人広告事業撤退による影響で売上高は減少した一方で費用も大きく
低減いたしました。
　 インターネット広告事業に事業を集中し、自社・グループ開発商品の
販売に注力した結果、営業利益率が大きく改善し、営業利益及び経常
利益は大幅増益となり、当期純利益は黒字化を達成いたしました。

■連結キャッシュ・フロー計算書
　 税金等調整前当期純利益が黒字転換したことに伴い、営業活動による
キャッシュ・フローが増加。投資活動によるキャッシュ・フローは、
投資有価証券の売却により増加。財務活動によるキャッシュ・フロー
は、自己株取得にかかる預け金の減少により増加した結果、現金及び
現金同等物の期末残高は、増加いたしました。
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■ 株式の状況
　 発行可能株式総数 335,440株
　 発行済株式総数 89,545株
　 株主数 2,964名

■ 所有者別株式分布

●金融機関 2%

●金融商品取引業者 1%

●その他の法人 61%

●外国法人等 1%

●個人・その他 35%

（注）自己株式12,575株は、上記「個人･その他」に含めて記載しております。

■ 商　　　　号 GMO アドパートナーズ株式会社

 （英語名：GMO AD Partners Inc.）

■ 事 業 内 容  インターネット関連広告事業

■ 設　立　日  平成11年9月8日

■ 資　本　金  13億156万円

■ 本店所在地  東京都渋谷区桜丘町26番1号

■ 本社事務所  〒150-0043

 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番7号

 電話 03（5457）0909（代）

 FAX 03（5457）0910

■ 従 業 員 数  連結　97名

 単体　94名

■ 関 係 会 社  子会社：GMOモバイル株式会社

 　　　　シードテクノロジー株式会社　　　　

■ 取締役及び監査役（平成22年3月19日現在）

 取 締 役 会 長 熊　谷　正　寿

 代表取締役社長 高　橋　信太郎

 専 務 取 締 役  薛　　　仁　興

 取 　 締 　 役  村　井　健　仁

 取 　 締 　 役  安　田　昌　史

 監 　 査 　 役  仲　村　周　明

 監 　 査 　 役  稲　葉　幹　次

 監 　 査 　 役 　  有　澤　克　己

当社は株主の皆さまへの利益還元を経営の重要課題と考えております。
企業価値の向上
「既存事業の安定的な成長」と「積極的なM&Aによる成長」を行うことによって、本質的な企業価値の向上を目指します。

利益配分
企業体質の強化および今後の事業展開を勘案し、連結業績における配当性向30％を目標に安定した配当を継続的に実施していきたいと考えております。
平成21年12月期は1株当たり配当金を450円（復配）としております。

会社案内（平成21年12月31日現在）

株主還元策

■ 大株主

株　主　名 持株数 持株比率

GMOアドホールディングス株式会社 37,760株 49.06％
株式会社ネットアイアールディー 13,330株 17.32％
藤島　満 2,121株 2.76％
株式会社サイバー・コミュニケーションズ 2,001株 2.60％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,440株 1.87％
株式会社協同エージェンシー 1,000株 1.30％
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 641株 0.83％
高野　慎一 451株 0.59％
株式会社平和電興 440株 0.57％
松井証券株式会社 416株 0.54％

（注） 持株比率は、自己株式（12,575株）を控除して計算しております。



株主メモ

毎年1月1日から12月31日まで
毎年3月

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
お問合せ先
0120－232－711（通話料無料）
三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店
電子公告により、当社ホームページ
(http://www.gmo-ap.jp/)に掲載いたし
ます。なお、やむを得ない事由により、
電子公告によることができない場合は、
日本経済新聞に掲載いたします。

〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂一丁目10番7号
■お問合せ先 電話03－5457－0909（代）
■ホームページ http://www.gmo-ap.jp/

事 業 年 度
定時株主総会
株主名簿管理人
特別口座管理機関
同事務取扱場所

同 連 絡 先

同　取　次　所
公　告　方　法

GMOアドパートナーズ株式会社

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記ＵＲＬにアクセスいただき、
アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。

所要時間は5分程度です。

株主の皆さまの声を
お聞かせください

※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e-株主リサーチ」
サービスにより実施いたします。（株式会社エーツーメディアについての詳細　
http://www.a2media.co.jp）※ご回答内容は統計資料としてのみ使用さ
せていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

●アンケートのお問合せ 
 「e-株主リサーチ事務局」

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｅ-ｋａｂｕｎｕｓｈｉ．ｃｏｍ
アクセスコード　4784

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

Yahoo!、MSN、exciteのサイト
内にある検索窓に、い い か ぶ と
4文字入れて検索してください。

いいかぶ 検索検索

ＱＲコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い
の方は、右のＱＲコードからもアクセスできます。

携帯電話からもアクセスできます

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

株主さま向け
アンケート

お知らせ
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
券会社等にお問合せください。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． 特別口座に口座をお持ちの株主様の各種お手続きにつきましては、
三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別
口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三
菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3． 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。


