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代表取締役社長　宮澤 一洋

売上高
6,866

百万円

セグメント別概況

　株主の皆様、日ごろの当社活動へのご理解とご支援、誠にありがとうございます。
　おかげさまで第31期も史上最高の営業利益更新を達成できました。この結果に満足するこ
となく当社を特徴づける“挑戦するDNA”を如何なく発揮し、より高い成長ステージへの到達
を目指す計画を、新中期経営3か年計画として発表し、社員一丸となってこの達成に邁進して
いるところです。
　積極的なチャレンジを行う初年度と二年目の利益伸長は、株主の皆様にはあるいはもの足
りないものとなろうかと存じます。そこで「利益100％還元宣言」をもって株主様重視の経営
姿勢を明確にいたしました。
　思いを持った人に自身の可能性を試すフィールドを提供し、“あったら便利なしくみ”を作り
続けることで社会の発展に貢献する。この理念を実践する当社の今後に是非ご期待ください。

電子認証サービス
売上高>>> 81百万円　売上総利益>>> △21百万円

電子認証（電子チケット）サービス
携帯電話の画面、自宅のプリンターで印字する
QRコードやICカードをチケット代わりに利用
できる「いつでもどこでも」を実現したチケッ
トサービスです。マルチペイメントと認証をワ
ンストップで提供することで決済の付加価値
を向上させています。
当期概況と今後の取り組み　高い運用負荷の
かかる労働集約的なサービスから撤退するとともに、電子認証サービスメニ
ューの見直しを継続的に行ってまいりました。今後は、豊富な認証サービス
実績と積極的な営業戦略により電子チケットの普及拡大を図るとともに、パ
ッケージ商材である「SUPER SUB」の認知度向上に取り組んでまいります。

（百万円）■売上高 ̶売上総利益 
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オンラインビジネスサービス
売上高>>> 629百万円　売上総利益>>> 492百万円

PINオンライン販売サービス
プリペイドカード（PIN）をオンラインで販売
するサービスです。携帯電話や、オンラインゲ
ーム向けの電子マネーなどに利用されており
ます。
当期概況と今後の取り組み　従来型のPINオン
ライン販売サービスの取扱は減少に転じました
が、コンビニのPOSレジでPINをアクティベート

する新サービスにかかる開発、提供を開始しました。新サービスは、次期におき
ましても引き続き堅調に推移すると見込んでおります。また、コンビニのKIOSK
端末を利用した各種サービスについては、効果的な販促なども考慮し、認知度向
上及び取扱件数の増加に取組んでまいります。

（百万円）■売上高 ̶売上総利益
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マルチペイメントサービス　 売上高>>> 6,154百万円　売上総利益>>> 1,890百万円

E-Billing（電子決済）サービス　コンビニのKIOSK端末やPOSレジを使ったコンビニ決済、ペイジー、
ネットバンク決済、 クレジットカード決済、電子マネーなどをワンストップで提供しております。 
ネットDE受取（送金、返金）サービス　振込先口座情報を受取人ご自身に入力していただき、確認を
行ったうえで振込を行うサービスです。キャッシュバックや返金等、事業者が多数の方に資金送金
をされる場合等において、業務を効率化できるとご好評をいただいており、大手航空会社や、大手
インターネットサービスプロバイダへ提供しております。
当期概況と今後の取り組み　持続的なEC市場の拡大により既存契約事業者の取扱が増加し、加えて
LCC等新規事業者の開拓を積極的に進めました。また、電子決済とネットDE受取サービス並びに、払
込取扱票など紙を使う決済のBillingサービスとの融合も推進しております。既存契約事業者における決済取扱量は引き続き成長が
続くと見込んでおり、加えて新規契約事業者の獲得を積極的に推進することで業績拡大を図ります。また、当社の強みである「決済」
の周辺領域に事業者や利用者のニーズを的確にとらえた新たなサービスを開発・提供することで業績拡大に取組んでまいります。

（百万円）■売上高 ̶売上総利益
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財務ハイライト ※ 売上高の数値は、第29期以前も第30期と同じ純額表示にした場合の数値を記載しております。
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※  第28期当期純利益は、子会社株式売却益2,261
百万円を特別利益として計上しております。
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WELLNET News Digest ウェルネットニュースダイジェスト

ウェルネットの“マルチペイメントサービス”が
北海道最大規模セイコーマートでご利用可能に!

阪神甲子園球場、電子チケットの決済に
ウェルネットのサービスを採用!

新中期経営3か年計画（2013年7月～2016年6月）策定

　北海道を中心に展開しているコンビニエンスストア、株式会社
セイコーマートと提携し、2013年6月10日より“マルチペイメン
トサービス”を、セイコーマート店舗（2013年4月末日現在1,152
店舗）にて開始いたしました。今回のサー
ビス導入に伴い、国内主要航空会社および
LCCのほか世界最大級のネット通販会社
様の決済が全国約48,000店舗（2013年4
月末日現在）で可能となりました。

　阪神電気鉄道株式会社の阪神甲子園球場における“電子チケッ
ト”販売向けに、2013年1月28日より“クレジット決済サービス”
が採用されました。
　2013年シーズンより、阪神甲子園球場開催試合のチケットが甲
子園球場窓口で受け取ることができる新チケット購入サイト「甲
子園ＱＲチケットストア」略して「甲チケ」が誕生。甲チケでは、会
員登録無し（クレジットカード必要）でお気軽にチケットをご購入
いただけます。 

特集

中期経営計画中の利益を100%還元

※  2012年７月１日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。そのため、2012年6月期の配当金は、当該株式分割に伴う影響を加味した数値で記載しております。
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  中期経営計画中の配当性向50%に引き上げて、40円配当を 
実施予定（特殊要因除く）
  税引後利益のうち配当後残額のすべてを自己株式の取得･消却
に充当
  保有自社株を目標達成のためのストックオプション等に限定
  成長戦略の推進、収益力の強化に加え、配当額増加、自己株式
の取得・消却の実施により、ROEの向上およびEPSの増加を
目指し、2016年6月期のROE目標を15%以上とする

カイゼン（機能拡充・システム安定運用・コストパフォーマンス向上）

システム安定運用／コストパフォーマンスの向上
「原価構成分析システム」による事業の可視化による
「運用コストパフォーマンス向上」・「事業選別」

バリュートランスファープラットフォームの機能拡充
ネットDE受取サービスに加え、
銀行口座以外で受取が可能となるような受取手段の拡充を予定　

次世代を担うビジネススキームの確立
バスの革新的直売モデルをバス事業者と一体となって推進
都市間高速バスのチケットと、電子チケットの発券・認証ノウハウの集大成である

「革新的電子チケットモデル」をリリース 【2014年春予定】

コンシューマ向けサービスの開発・提供
従来の販売代金回収モデルに加え、支払代行を追加し
便利なスマートフォン向けアプリケーションとして提供予定 【2014年夏予定】

ウェルネット
キャラクターの

「いもッピ！」が
案内するよ♬
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全日本空輸（ANA）の航空券代金払い戻しに
「ネットDE受取サービス」が採用されました!

京浜急行バスの都市間高速バスの「クレジット、
ネットバンク決済」「WEB乗車券発券」サービスを開始!

　キャンセルや欠航
などに伴う航空券の
払い戻しの利便性向
上 を 目 的 と し て、
2013年3月14日より
全日本空輸株式会社
に“ ネ ッ トDE受 取 サ
ービス”が採用されま
した。
　払い戻しを希望さ
れるお客様は金融機関の営業時間内であれば、原則として送金手
続き完了と同時に送金が行われるため、従来、払い戻しの申込から
お客様の口座への振込に数日から10日以上要していた期間が劇
的に短縮されることになります。
　また、このサービスにおいては、送金時に口座情報を照会した後
に振込を行う仕組みとなっているため、口座情報の間違いによる
煩雑な業務を大幅に軽減することができます。

　京浜急行バス株式会社
と提携し、2013年3月27
日より京浜急行バス、予約
サイト上でお申し込みさ
れた京急リムジンバスお
よび京急高速バス運賃の

「クレジット、ネットバン
ク決済」と「WEB乗車券発
券」をワンストップで実現
するサービス、および全国のセブン-イレブン店舗における“チケッ
ト発券サービス”を開始いたします。（一部路線を除く）
　「WEB乗車券」の利用をご希望されるお客様は、パソコン、携帯電
話、スマートフォンから高速バスを予約した後、乗車券の販売窓口
まで出向くことなく、そのままネット上で決済、乗車券の受取まで
行うことができ、京急リムジンバスおよび京急高速バス利用者のチ
ケット購入利便性が飛躍的に高まります。　

※  2012年７月１日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。そのため、2012年6月期の配当金は、当該株式分割に伴う影響を加味した数値で記載しております。
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　当社は1996年、新規事業領域の開
拓と、実効性あるビジネス実現による
社会貢献を目標に起業いたしました。
　これまでの間、幾多の変遷を経なが
ら一定の成果を実現し、また、難局を
乗り超える都度に企業力を増すこと
ができましたのは、ひとえに株主の皆
様のご理解によるものと深く感謝申
しあげます。

　私は創業社長としてスタートアッ
プ期を担当し、2009年からは会長職
を務めてまいりましたが、このたび新
中期経営計画の達成を確信できたこ
とから、退任を決断した次第です。
　当社は創業間もなくに新規性の高
い価値を産み落とし、時間をかけて定
着させてまいりました。今後も同様
に、世の中に不可欠な会社として企業
価値を増大してまいります。

　株主の皆様には、これまでのご支援
に心より御礼いたしますとともに、引
き続きウェルネ
ットを応援して
下さいますよう
お願い申しあげ
ます。

退任のごあいさつ

初年度・2年目は成長戦略の重点施策へ投資
最終年度である2016年6月期には、
営業利益20億円達成を目指す（2013年6月期比 143%）

営業利益

取締役会長
　柳本　孝志
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会社・株式情報
会社概要 （2013年6月30日現在）

商号 ウェルネット株式会社
設立 1983年（昭和58年）4月
資本金 6億6,778万円
従業員数 73名　
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

NBF日比谷ビル26階
事業内容 代金決済、電子請求、電子決済

電子認証ソリューションの開発・提供
デジタルコンテンツ用PINのオンライン販売

取引銀行 （株）三井住友銀行、（株）みずほ銀行、
（株）北洋銀行、（株）北海道銀行

株式の状況 （2013年6月30日現在）

発行可能株式総数 27,312,000株
発行済株式の総数 11,501,900株
株主数 3,216名

大株主（上位10位） 

株式会社日本政策投資銀行 1,150,000 11.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 952,600 9.5
株式会社三井住友銀行 501,600 5.0
柳本　孝志 469,000 4.7
プレザントバレー 398,300 4.0
ノムラBPノミニーズ・ティーケーワン・リミテッド 366,900 3.7
東京中小企業投資育成株式会社 306,800 3.1
株式会社北洋銀行 299,200 3.0
髙橋　雄一郎 261,600 2.6
ヒルクレスト・エルピー 239,400 2.4

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2013年6月30日現在）

取締役会長 柳本　孝志 社外取締役 小澤　幹人
代表取締役社長 宮澤　一洋 常勤監査役 埴原　義夫
取締役 猪飼　俊哉 監査役 赤澤　正通
取締役 小野　泰広 監査役 後藤　勝彦
取締役 滝島　啓介

 株 主 メ モ
事業年度 7月1日～翌年6月30日

定時株主総会 9月

基準日
6月30日
その他必要のある場合は、取締役会の決議によりあらかじ
め公告します。

配当金受領
株主確定日

6月30日
なお、中間配当を実施するときの株主確定日は12月31日

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 〒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
0120-232-711（フリーダイヤル）

公告方法 電子公告により当社ホームページ
（http://www.well-net.jp/）に掲載いたします。
ただし、やむを得ない事由により電子公告できない場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

上場取引所 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）

証券コード 2428

株式の売買単位 100株

（ご注意）
1. 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信託銀行株式会社）で
はお取り扱いできませんのでご注意ください。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行株
式会社が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ
信託銀行株式会社）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店
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信託銀行株式会社本支店でお支払いいたします。
　ただし、配当金の支払開始の日から満3年を経過したものは除きます。

ウェルネット株式会社
〒100-0011  東京都千代田区内幸町一丁目1番7号NBF日比谷ビル26階
TEL. 03-3580-0199（代表）  FAX. 03-3580-0168 
ホームページ http://www.well-net.jp/
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高速バスのパラダイムシフト 
｢ITを活用、業界構造を変革し、新たな価値と収益を生み出します｣

注目の
トピック

ユニバーサルデザイン
（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文
字を採用しています。

※  当社は、2012年5月15日開催の取締役会決議により、2012年7月1日を効力発生日として、1株を100株に分割
するとともに1単元を100株とする単元株制度を導入しております。

※ 当社は、自己株式を1,463,754株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※ 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を控除した数を分母として計算しております。

　今までに無いサービスを作り出す事は、もちろん技術的にも
意義がありますが、事業会社として、同時に資金や協業に関す
る施策、投資計画、収益性といった経済的視点が不可欠です。
リスクを見極めながらムーブメントを起こしたり、関連者を巧
みに巻き込むなど、社会科学的と言える手法を活用する場面こ
そ、ウェルネットならではの事業開発スタイルです。
　事業を成功させる為に、既存商材である決済サービスを始め、
知恵を絞って様々な要素を組み合わせ、収益を上げながら社会

を便利にできる、といった一貫性かつ誰の目か
ら見ても説得力のあるシナリオを作り上げる
能力。これこそ、組織として培うべき能力で
あり、時代を作りながら成長でき得る企業に

求められるものと考えています。
　ウェルネットは、技術そのものを飾り物にするのではなく、
社会の中で新規事業に息を吹き込むところまでを自らの業とし
て成し遂げる、強い自覚を持った企業なのです。

事業者様向けの直売プラットホームをワンストップで提供（バスの例）
車載端末イメージ

事業開発部長 兼
プロジェクトリーダー 
馬場 拓也

事業者の
直売を支援

◎「車載端末」が
　運転手を支援◎調べる

◎乗車する

◎チケット取得

◎支払う

◎そこから
　切符を買う
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