
「WEB入学手続
 ソリューションサービス」の
 提供を開始

日本初、
路線バスの定期券が

スマホで買える
「バスもり ！ 」で

「スマホ定期券」開始

社員の福利厚生の充実や地域貢献活動の一環として、社員が子どもを育てながら継続し
て働くための選択肢を増やすため、保育園を開設しました。

　当社に勤務する女性社員の中には、子育てのために休職せざるを得ない社員が複数名おり、優秀な人材を十分活用で
きない課題を抱えていました。
　2017年4月の保育園開業により、休職中の社員も復職し、仕事と子育ての両立が図られるなど、社員への快適な労働環
境向上に具体的な形で資することになりました。
　また、保育園は企業内に設立され、ほとんど残業のない当社では定時に子どもと共に退社することが可能な環境下にあ
り、女性社員に関わらず、共働きの忙しい家庭においては男性社員も有効に利用することができます。
　さらには、通常保育に加え、働き方に合わせた子育てが可能となるようにお子さんを一時的に預かることができる「一時
保育」も実施しています。

「ウェルネットもりの保育園」が開園

設立背景

0～2歳児をお預かりする"りす
のおへや"では年齢に合わせて
午睡スペースを設けておりま
す。また、子供たちに多くの職員
の目が届くようにガラス張りの
調理室が併設されています。

3～5歳児をお預かりする"くま
のおへや"では主体性を育むた
めに職員たちが援助します。年
下のりすのおへやの子供たちと
もふれあうことで仲間意識を育
てます。

子どもたちが毎日食べる給食は
調理室で塩分・糖分を控え、体に
優しい薄味にしています。
月に1度お誕生会を実施します。

WELLNET News Digest

2017年4月より、ふるさと納税総合
サイト『ふるさとチョイス』の寄付金
決済に当社「マルチペイメントサービ
ス」が採用され、全国のコンビニ・銀
行AＴＭ・ネットバンクでふるさと納
税の支払ができるようになりました。

2017年 6月より
西武バス/国際興
業バスの高速バ
スの予約・購入・
乗車・払戻が当
社提供スマホア
プリ「バスもり ！ 」
でできるようにな
りました。取扱い
路線は順調に全
国各地へ拡大し
ています。

2017年1月より中国国際航空（エ
アチャイナ）の航空券購入時および
払戻に、「マルチペイメントサービ
ス」、「送金サービス」の提供を開始
しました。

ふるさと納税総合サイト『ふる
さとチョイス』で、「マルチペイ
メントサービス」が利用可能に

西武バス/国際興業バスで「バ
スもり ！ 」が利用可能に

中国国際航空の航空券購入と払
戻に、「マルチペイメントサービ
ス」と「送金サービス」を提供開始
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JR西日本・JR九州の
インターネット列車予約サービスにて、

「マルチペイメントサービス」と
「送金サービス」を提供開始

　本保育園は、内閣府が進める推進企業主導型保育事業に沿って設立し
ました。
　"ウェルネットもりの保育園"という名の通り、当園が立地しているテク
ノパーク全体が森に囲まれており、子供たちにとって自然豊かな環境下
にあり、散歩や森の散策など自然を活かした保育を取り入れています。
　また、少人数制であるため家庭の中で生活しているようなリラックスし
た雰囲気の中で時間を過ごすことができます。
　子どもたち一人ひとりの個性に合わせて丁寧に関わることで、その子
に応じた養護と教育を行っています。
　社会福祉法人札幌清幸福祉会に運営の主体を任せ、これまでに培った
認可保育園の経験と実績をもとに高い水準で保育サービスを提供して
もらっています。

ウェルネットもりの保育園

施設概要
〒004-0015
北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-15
開園年月日　2017年４月１日
対象年齢　　0歳(産休明け57日目) ～就学前　
利用定員　　12名
開所時間　　7時30分～ 20時30分

会社概要 （2017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 103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
取引銀行 （株）三井住友銀行、（株）みずほ銀行、

（株）北洋銀行

株式の状況 （2017年6月30日現在）

(注) 2016年５月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2016年７月１日付で株式１株につき２株の株式
　　分割を行っております。  

発行可能株式総数 54,624,000株
発行済株式の総数 19,400,000株

株主数 7,895名
大株主（上位10位）  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
株式会社三井住友銀行
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
東京中小企業投資育成株式会社
MSCO CUSTOMER SECURITIES
株式会社北洋銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
宮澤　一洋
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
日本生命保険相互会社

963,900
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812,200
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持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2017年9月27日現在）

社外取締役（監査等委員）

代表取締役社長 宮澤　一洋
取締役

安藤　　均社外取締役（常勤監査等委員）
佐藤　元宏社外取締役（監査等委員）

高橋　静代

 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 東京都府中市日鋼町1-1
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）

同郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

公告方法 電子公告により当社ホームページ
（http://www.well-net.jp/koukoku/index.html）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 東京証券取引所市場 第一部

証券コード 2428

株式の売買単位 100株

（ご注意）

 
（注）１．当社は、自己株式505,158株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。  
　　２．持株比率は、自己株式505,158株を控除して計算しております。  
　　３．

 

ウェルネット株式会社

会社・株式情報

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、左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。

当社が2010年６月18日開催の取締役会において、「株式給付信託（J-ESOP）」を導入することを決
議したことに伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）（以下「信託口」という）が2010年
６月25日付で当社株式1,000株を取得しております。なお、上記自己株式数505,158株には、2017
年６月30日現在において信託口が所有する当社株式192,600株を含めておりません。 
 

花澤　　 Main Topics

奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」
への追加寄付について

　一昨年6月24日に創設した本奨学金制度は高専生向けの奨学金としては
過去最大級で、経済面で苦労する学生を長く支援することを目指しており、
2016年は46名の高等専門学校生に対して約860万円の支援を行いまし
た。2015年度に比べ、件数で17件、支援額で213万円、いずれも増加いた
しました。こういった背景から、学生の皆さま、ご家族及び教職員からも極め
て高い評価を頂いております。
　システム開発を中心とする情報産業は日本のみならず全世界をマーケッ
トにすることができ、北海道経済発展につながる有望産業です。その担い手
たる学生を多く育てている高専を支えることは、今後の北海道にとっても重
要課題だと感じております。そこで、「これらの学生を経済的に支援し、心置
きなく勉学に励んでもらう環境づくりを支援する基金」を一層充実させるべ
く、今回追加寄付を実施いたしました。
　ウェルネットは今後も北海道経済と情報産業の発展に貢献することを目
指してまいります。

名　　称 道新みらい君・ウェルネット奨学金
対　　象 道内４高専（函館、苫小牧、釧路、旭川）在校生
基　　金 総額２.２億円
選考方法

支援内容 ①緊急支援：保護者の急逝などで学費が支払えなく
　　　　　　なった場合、必要額を支援する
②通常支援：学生の経済状況に応じて年間授業料や
　　　　　　生活補助金を適宜支給する

※奨学生は「アルバイトなどを行うことなく学業に専念する」旨を誓約することが条件。

学生からの申請に基づき高専校長らでつくる選考
委員会が審査、学校長が北海道新聞社会福祉振興
基金に推薦、同基金評議員会が審査・決定する。

本年6月30日に6,000万円を追加寄付いたしました。



　当社は、これまで非対面決済やその周辺業務を事業ドメインとし、そこで確立したノウハウと実績によって業績を伸ばしてまいりました。しか
しながら、今後の市場環境につきましては、非対面決済市場では一定の伸長が見込めるものの、コンビニは収斂が進むと見ております。また、
大手事業者への価格対応、OEMの縮小による売上減少も進んでいます。こうしたなかで、市場環境の大きな変化だけでなく成長の可能性も予
想されています。当社としましては、この大変革期を新たなビジネスチャンスに変えるべく、新「中期経営5か年計画」最終年度における経常利
益50億円を目標に、さらなる成長戦略を行ってまいります。具体的な施策としましては、従来のモノ・サービスを提供する事業者様との緊密な
関係の構築に加え、支払者側であるコンシューマにはスマホアプリを複数種投入、そのサービスの認知と普及に努めたプロモーション、そのた
めの人材の獲得と育成、システムパフォーマンスの向上などに取り組んでまいります。これら業態変革への投資は相当額に上りますが、投資効
果の最大化を得られるよう、素早い決断による積極投資を行ってまいります。
　なお、このような大規模かつ機動的な投資を行うことをはじめ、積極的にリスクをとる経営方針を決定したため、次期（第36期）の期初業績予
想は開示いたしません。

新「中期経営5か年計画」の進捗について

ごあいさつ
　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
　当期、当社は新「中期経営5か年計画（2016年7月～2021年6月）」をスタートいたしました。こう
したなか、積極的に経営を推進するだけでなく、本年9月をもって「監査等委員会設置会社」へ
移行することを決定いたしました。取締役会構成メンバーの過半数を社外取締役とし、経営の
透明・客観性を担保してまいります。また、執行役員も増強し目的達成に向けた体制を強化い
たしました。そして、経営と執行の分離を図ることで、スリムかつ実効性のある経営体制へ変革
いたします。

代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー

　当社事業が属する決済代行サービス市場では、スマートフォンの普及に加え、フィンテックの急速な伸展と実用化、IoTの利活用、シェアリン
グビジネスをはじめとするさまざまな新サービスの誕生など、今、時代の大変革期を迎えています。このような状況のもと、当社は新たなビジ
ネスチャンスへ積極的にチャレンジする新「中期経営5か年計画」を推進、重点施策として掲げる「電子マネー化時代への対応」「バスIT化プロ
ジェクトの推進」「事業者サイドに立ったコンシューマ向けサービス支援」に取り組んでおります。こうした取り組みにより、当期は「バスもり ！ 」
がJRバスの高速バス予約サイト「高速バスネット」に対応、またJRバスと「スマホ定期券」を共同開発、関東、東北、北海道の路線バスに導入され
ました。さらに「バスもり ！ 」では新規開拓が拡大、西武バス、国際興業バスなどで導入されました。鉄道では、JR西日本、JR九州のインターネッ
ト列車予約サービス「e5489（いいごよやく）」で当社マルチペイメントサービスと送金サービスが導入されました。
　その結果、新「中期経営5か年計画」初年度に当たる当期の経営成績は、売上高10,260百万円（前事業年度比2.6％減）、営業利益1,099百
万円（同46.5％減）、経常利益1,239百万円（同38.3％減）、当期純利益869百万円（同35.6％減）となりました。

財務ハイライト
売上高 （単位：百万円）

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

営業利益 （単位：百万円） 当期純利益 （単位：百万円）

8,888

10,529 10,260

1,637

2,054

1,099

経常利益 （単位：百万円）

1,520

2,007

1,239

938

1,350

869

当期（第35期）の業績と主な取り組みについてお聞かせください。Q1
A1

A2
新「中期経営5か年計画」とその主な取り組みについてお聞かせください。Q2

　当社は、前期（第34期）までの3年間、100％株主還元を行ってまいりました。そこで、当期からはもう一段高い企業価値創生を目指し、株主様
への配慮として、安心して長期投資を行っていただくために、当期から4年間の配当性向を50％以上とし、1株当たりの配当が50円に満たない
場合でも50円を配当いたします。この金額は前「中期経営3か年計画」最終年度である前期（第34期）の（特別配当を除く）配当額37円※と比
べて35%増となります。
　以上の方針のもと、当期末の1株当たり配当金は、新「中期経営5か年計画」において、数値目標として定めた方針に則り、1株当たり50円を
配当させていただきました。
　当社はこれからもお取引先様、社員、株主の皆様、地域に愛され期待される企業を目指し、企業価値向上に努めてまいります。今後ともより
一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願いします。

A3
株主の皆様へのメッセージをお願いします。Q3

※当社は2016年7月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。

※第36期（2018年6月期）につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多いため、業績予想を数値で示すことが困難な状況です。業績予想につきましては、
　合理的に予測可能となった時点で公表いたします。

　スマートフォンアプリを活用した電子マネーサービス「支払秘書」のAndroid版およびiOS版を、本年8月3日より
Google PlayとApp Storeで配信開始いたしました。本サービスは、ウェルネットが電子マネー本格化時代の到来をにら
み、5年前から独自に開発を進めてきたサーバ型電子マネーサービスです。
　本サービスの第一弾として、関西電力株式会社の電気料金の支払を「振込用紙のバーコード読取り・決済機能」にてご
利用いただくことができます。

「バスもり！」アプリ　5万DL（2017年8月末時点）

「バスもり！」導入路線178路線　うちスマホチケット167路線（2017年8月末時点）

新機能「スマホ定期券」続々展開中！

電子車掌「バスもり！ MONTA」拡大中！

新機能“電子もぎり”を2017年投入予定

“高速バスはスマホで買える”“定期券もスマホで買える”プロモーション

フィンテックサービス「支払秘書」サービス開始 !バスIT化プロジェクトにおいて「スマホ定期券」がスタート

「バスもり ！ 」の特設ページ
http://www.busmori.jp/Concierge/lp/

検  索バスもり !

「バス旅スト」を10月より放送開始 
たび

旅と地方の魅力をお伝えする「バス旅スト」が
毎週日曜12:00より東京FM・JFN系列全国38局ネットにて放送開始
※タイトルについては変更となる可能性があります。

たび

社内唯一の法務担当者として、各種契約書のリーガル・チェック、社
内規程の見直し、監督官庁への対応等、社内の法務業務全般を担当
しています。

山岸哲平 　
（やまぎし　てっぺい） 

　　管理部　法務責任者
弁護士

社員紹介 ウェルネットで活躍する、社員を紹介いたします！Vol.3

前田勇介
（まえだ　ゆうすけ） 

　　ソリューション営業部
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「支払秘書」の特設ページ

http://wellnet.jp/

ご担当の業務についてお聞かせください。

ビジネスを停滞させないよう、各部署からの依頼に対して、できる
限り迅速に対応することを原則としつつも、検討が必要な事案につ
いてはきちんと時間を確保してリーガル・リスクの見極めを行うこ
と、そのバランスとメリハリをもって業務に取り組むことを心がけて
います。

法務のお仕事で気を付けていることをお聞かせください。

社内に弁護士がいてよかったと多くの社員に実感していただけるよ
う、またお取引先様からは当社は法的側面のしっかりした会社であ
ると感じていただけるよう、日々の業務に全力で取り組むとともに、
社員の法的知識の習得にも助力し、会社全体のリーガルマインドを
さらに向上させていきたいと考えています。

中長期的な展望についてお聞かせください。

新規取引先、業界の開拓です。現在は教育業界、特に大学への営業
に力をいれており、既存サービスのノウハウを生かして構築した

「WEB入学手続ソリューションサービス」の提案を行っています。

ご担当の業務についてお聞かせください。

取引先様から新しいお話をいただいた時です。当社サービスを
ご利用いただいた後、新しくこういったことはできないだろうか
というお話をいただくと当社への信頼や評価いただいているこ
とを実感し、その実感こそがやりがいにつながっています。

お仕事のやりがいをお聞かせください。

ウェルネットはこんなこともできるのか、ウェルネットだからでき
る、というような存在価値を世の中に出すことです。その為にも
既存概念にとらわれず、常に新しい発想を持って業務を遂行し
てまいります。

これからの目標についてお聞かせください。

スマホのカメラを利用して、払込票のバーコードを読み取るだけでカンタンお支払
銀行口座と直接接続することで、ラクラク即時決済。その他、コンビニや銀行ATMからの現金チャージも可能に
ポイントを利用することで、おトクにお支払が実現

安心のセキュリティ どこでも簡単に支払可能 ポイントでお得にお支払バーコードを読み取ってお支払

「支払秘書」サービス概要

「支払秘書」の画面イメージ

検  索支払秘書

アプリのダウンロード
はこちらから

アプリのダウンロード
はこちらから



「WEB入学手続
 ソリューションサービス」の
 提供を開始

日本初、
路線バスの定期券が

スマホで買える
「バスもり ！ 」で

「スマホ定期券」開始

社員の福利厚生の充実や地域貢献活動の一環として、社員が子どもを育てながら継続し
て働くための選択肢を増やすため、保育園を開設しました。

　当社に勤務する女性社員の中には、子育てのために休職せざるを得ない社員が複数名おり、優秀な人材を十分活用で
きない課題を抱えていました。
　2017年4月の保育園開業により、休職中の社員も復職し、仕事と子育ての両立が図られるなど、社員への快適な労働環
境向上に具体的な形で資することになりました。
　また、保育園は企業内に設立され、ほとんど残業のない当社では定時に子どもと共に退社することが可能な環境下にあ
り、女性社員に関わらず、共働きの忙しい家庭においては男性社員も有効に利用することができます。
　さらには、通常保育に加え、働き方に合わせた子育てが可能となるようにお子さんを一時的に預かることができる「一時
保育」も実施しています。

「ウェルネットもりの保育園」が開園

設立背景

0～2歳児をお預かりする"りす
のおへや"では年齢に合わせて
午睡スペースを設けておりま
す。また、子供たちに多くの職員
の目が届くようにガラス張りの
調理室が併設されています。

3～5歳児をお預かりする"くま
のおへや"では主体性を育むた
めに職員たちが援助します。年
下のりすのおへやの子供たちと
もふれあうことで仲間意識を育
てます。

子どもたちが毎日食べる給食は
調理室で塩分・糖分を控え、体に
優しい薄味にしています。
月に1度お誕生会を実施します。

WELLNET News Digest

2017年4月より、ふるさと納税総合
サイト『ふるさとチョイス』の寄付金
決済に当社「マルチペイメントサービ
ス」が採用され、全国のコンビニ・銀
行AＴＭ・ネットバンクでふるさと納
税の支払ができるようになりました。

2017年 6月より
西武バス/国際興
業バスの高速バ
スの予約・購入・
乗車・払戻が当
社提供スマホア
プリ「バスもり ！ 」
でできるようにな
りました。取扱い
路線は順調に全
国各地へ拡大し
ています。

2017年1月より中国国際航空（エ
アチャイナ）の航空券購入時および
払戻に、「マルチペイメントサービ
ス」、「送金サービス」の提供を開始
しました。

ふるさと納税総合サイト『ふる
さとチョイス』で、「マルチペイ
メントサービス」が利用可能に

西武バス/国際興業バスで「バ
スもり ！ 」が利用可能に

中国国際航空の航空券購入と払
戻に、「マルチペイメントサービ
ス」と「送金サービス」を提供開始

2016 JUL. » 2017 JUN.
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2016年7月1日 » 2017年6月30日

JR西日本・JR九州の
インターネット列車予約サービスにて、

「マルチペイメントサービス」と
「送金サービス」を提供開始

　本保育園は、内閣府が進める推進企業主導型保育事業に沿って設立し
ました。
　"ウェルネットもりの保育園"という名の通り、当園が立地しているテク
ノパーク全体が森に囲まれており、子供たちにとって自然豊かな環境下
にあり、散歩や森の散策など自然を活かした保育を取り入れています。
　また、少人数制であるため家庭の中で生活しているようなリラックスし
た雰囲気の中で時間を過ごすことができます。
　子どもたち一人ひとりの個性に合わせて丁寧に関わることで、その子
に応じた養護と教育を行っています。
　社会福祉法人札幌清幸福祉会に運営の主体を任せ、これまでに培った
認可保育園の経験と実績をもとに高い水準で保育サービスを提供して
もらっています。

ウェルネットもりの保育園

施設概要
〒004-0015
北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-15
開園年月日　2017年４月１日
対象年齢　　0歳(産休明け57日目) ～就学前　
利用定員　　12名
開所時間　　7時30分～ 20時30分

会社概要 （2017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 103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
取引銀行 （株）三井住友銀行、（株）みずほ銀行、

（株）北洋銀行

株式の状況 （2017年6月30日現在）

(注) 2016年５月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2016年７月１日付で株式１株につき２株の株式
　　分割を行っております。  

発行可能株式総数 54,624,000株
発行済株式の総数 19,400,000株

株主数 7,895名
大株主（上位10位）  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
株式会社三井住友銀行
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
東京中小企業投資育成株式会社
MSCO CUSTOMER SECURITIES
株式会社北洋銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
宮澤　一洋
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
日本生命保険相互会社

963,900
928,600
812,200
613,600
611,400
598,400
552,900
468,700
409,500
340,200

5.1
4.9
4.3
3.2
3.2
3.2
2.9
2.5
2.2
1.8

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2017年9月27日現在）

社外取締役（監査等委員）

代表取締役社長 宮澤　一洋
取締役

安藤　　均社外取締役（常勤監査等委員）
佐藤　元宏社外取締役（監査等委員）

高橋　静代

 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 東京都府中市日鋼町1-1
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）

同郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

公告方法 電子公告により当社ホームページ
（http://www.well-net.jp/koukoku/index.html）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 東京証券取引所市場 第一部

証券コード 2428

株式の売買単位 100株

（ご注意）

 
（注）１．当社は、自己株式505,158株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。  
　　２．持株比率は、自己株式505,158株を控除して計算しております。  
　　３．

 

ウェルネット株式会社

会社・株式情報

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、左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。

当社が2010年６月18日開催の取締役会において、「株式給付信託（J-ESOP）」を導入することを決
議したことに伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）（以下「信託口」という）が2010年
６月25日付で当社株式1,000株を取得しております。なお、上記自己株式数505,158株には、2017
年６月30日現在において信託口が所有する当社株式192,600株を含めておりません。 
 

花澤　　 Main Topics

奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」
への追加寄付について

　一昨年6月24日に創設した本奨学金制度は高専生向けの奨学金としては
過去最大級で、経済面で苦労する学生を長く支援することを目指しており、
2016年は46名の高等専門学校生に対して約860万円の支援を行いまし
た。2015年度に比べ、件数で17件、支援額で213万円、いずれも増加いた
しました。こういった背景から、学生の皆さま、ご家族及び教職員からも極め
て高い評価を頂いております。
　システム開発を中心とする情報産業は日本のみならず全世界をマーケッ
トにすることができ、北海道経済発展につながる有望産業です。その担い手
たる学生を多く育てている高専を支えることは、今後の北海道にとっても重
要課題だと感じております。そこで、「これらの学生を経済的に支援し、心置
きなく勉学に励んでもらう環境づくりを支援する基金」を一層充実させるべ
く、今回追加寄付を実施いたしました。
　ウェルネットは今後も北海道経済と情報産業の発展に貢献することを目
指してまいります。

名　　称 道新みらい君・ウェルネット奨学金
対　　象 道内４高専（函館、苫小牧、釧路、旭川）在校生
基　　金 総額２.２億円
選考方法

支援内容 ①緊急支援：保護者の急逝などで学費が支払えなく
　　　　　　なった場合、必要額を支援する
②通常支援：学生の経済状況に応じて年間授業料や
　　　　　　生活補助金を適宜支給する

※奨学生は「アルバイトなどを行うことなく学業に専念する」旨を誓約することが条件。

学生からの申請に基づき高専校長らでつくる選考
委員会が審査、学校長が北海道新聞社会福祉振興
基金に推薦、同基金評議員会が審査・決定する。

本年6月30日に6,000万円を追加寄付いたしました。



　当社は、これまで非対面決済やその周辺業務を事業ドメインとし、そこで確立したノウハウと実績によって業績を伸ばしてまいりました。しか
しながら、今後の市場環境につきましては、非対面決済市場では一定の伸長が見込めるものの、コンビニは収斂が進むと見ております。また、
大手事業者への価格対応、OEMの縮小による売上減少も進んでいます。こうしたなかで、市場環境の大きな変化だけでなく成長の可能性も予
想されています。当社としましては、この大変革期を新たなビジネスチャンスに変えるべく、新「中期経営5か年計画」最終年度における経常利
益50億円を目標に、さらなる成長戦略を行ってまいります。具体的な施策としましては、従来のモノ・サービスを提供する事業者様との緊密な
関係の構築に加え、支払者側であるコンシューマにはスマホアプリを複数種投入、そのサービスの認知と普及に努めたプロモーション、そのた
めの人材の獲得と育成、システムパフォーマンスの向上などに取り組んでまいります。これら業態変革への投資は相当額に上りますが、投資効
果の最大化を得られるよう、素早い決断による積極投資を行ってまいります。
　なお、このような大規模かつ機動的な投資を行うことをはじめ、積極的にリスクをとる経営方針を決定したため、次期（第36期）の期初業績予
想は開示いたしません。

新「中期経営5か年計画」の進捗について

ごあいさつ
　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
　当期、当社は新「中期経営5か年計画（2016年7月～2021年6月）」をスタートいたしました。こう
したなか、積極的に経営を推進するだけでなく、本年9月をもって「監査等委員会設置会社」へ
移行することを決定いたしました。取締役会構成メンバーの過半数を社外取締役とし、経営の
透明・客観性を担保してまいります。また、執行役員も増強し目的達成に向けた体制を強化い
たしました。そして、経営と執行の分離を図ることで、スリムかつ実効性のある経営体制へ変革
いたします。

代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー

　当社事業が属する決済代行サービス市場では、スマートフォンの普及に加え、フィンテックの急速な伸展と実用化、IoTの利活用、シェアリン
グビジネスをはじめとするさまざまな新サービスの誕生など、今、時代の大変革期を迎えています。このような状況のもと、当社は新たなビジ
ネスチャンスへ積極的にチャレンジする新「中期経営5か年計画」を推進、重点施策として掲げる「電子マネー化時代への対応」「バスIT化プロ
ジェクトの推進」「事業者サイドに立ったコンシューマ向けサービス支援」に取り組んでおります。こうした取り組みにより、当期は「バスもり ！ 」
がJRバスの高速バス予約サイト「高速バスネット」に対応、またJRバスと「スマホ定期券」を共同開発、関東、東北、北海道の路線バスに導入され
ました。さらに「バスもり ！ 」では新規開拓が拡大、西武バス、国際興業バスなどで導入されました。鉄道では、JR西日本、JR九州のインターネッ
ト列車予約サービス「e5489（いいごよやく）」で当社マルチペイメントサービスと送金サービスが導入されました。
　その結果、新「中期経営5か年計画」初年度に当たる当期の経営成績は、売上高10,260百万円（前事業年度比2.6％減）、営業利益1,099百
万円（同46.5％減）、経常利益1,239百万円（同38.3％減）、当期純利益869百万円（同35.6％減）となりました。

財務ハイライト
売上高 （単位：百万円）

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

営業利益 （単位：百万円） 当期純利益 （単位：百万円）

8,888

10,529 10,260

1,637

2,054

1,099

経常利益 （単位：百万円）

1,520

2,007

1,239

938

1,350

869

当期（第35期）の業績と主な取り組みについてお聞かせください。Q1
A1

A2
新「中期経営5か年計画」とその主な取り組みについてお聞かせください。Q2

　当社は、前期（第34期）までの3年間、100％株主還元を行ってまいりました。そこで、当期からはもう一段高い企業価値創生を目指し、株主様
への配慮として、安心して長期投資を行っていただくために、当期から4年間の配当性向を50％以上とし、1株当たりの配当が50円に満たない
場合でも50円を配当いたします。この金額は前「中期経営3か年計画」最終年度である前期（第34期）の（特別配当を除く）配当額37円※と比
べて35%増となります。
　以上の方針のもと、当期末の1株当たり配当金は、新「中期経営5か年計画」において、数値目標として定めた方針に則り、1株当たり50円を
配当させていただきました。
　当社はこれからもお取引先様、社員、株主の皆様、地域に愛され期待される企業を目指し、企業価値向上に努めてまいります。今後ともより
一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願いします。

A3
株主の皆様へのメッセージをお願いします。Q3

※当社は2016年7月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。

※第36期（2018年6月期）につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多いため、業績予想を数値で示すことが困難な状況です。業績予想につきましては、
　合理的に予測可能となった時点で公表いたします。

　スマートフォンアプリを活用した電子マネーサービス「支払秘書」のAndroid版およびiOS版を、本年8月3日より
Google PlayとApp Storeで配信開始いたしました。本サービスは、ウェルネットが電子マネー本格化時代の到来をにら
み、5年前から独自に開発を進めてきたサーバ型電子マネーサービスです。
　本サービスの第一弾として、関西電力株式会社の電気料金の支払を「振込用紙のバーコード読取り・決済機能」にてご
利用いただくことができます。

「バスもり！」アプリ　5万DL（2017年8月末時点）

「バスもり！」導入路線178路線　うちスマホチケット167路線（2017年8月末時点）

新機能「スマホ定期券」続々展開中！

電子車掌「バスもり！ MONTA」拡大中！

新機能“電子もぎり”を2017年投入予定

“高速バスはスマホで買える”“定期券もスマホで買える”プロモーション

フィンテックサービス「支払秘書」サービス開始 !バスIT化プロジェクトにおいて「スマホ定期券」がスタート

「バスもり ！ 」の特設ページ
http://www.busmori.jp/Concierge/lp/

検  索バスもり !

「バス旅スト」を10月より放送開始 
たび

旅と地方の魅力をお伝えする「バス旅スト」が
毎週日曜12:00より東京FM・JFN系列全国38局ネットにて放送開始
※タイトルについては変更となる可能性があります。

たび

社内唯一の法務担当者として、各種契約書のリーガル・チェック、社
内規程の見直し、監督官庁への対応等、社内の法務業務全般を担当
しています。

山岸哲平 　
（やまぎし　てっぺい） 

　　管理部　法務責任者
弁護士

社員紹介 ウェルネットで活躍する、社員を紹介いたします！Vol.3

前田勇介
（まえだ　ゆうすけ） 

　　ソリューション営業部
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「支払秘書」の特設ページ

http://wellnet.jp/

ご担当の業務についてお聞かせください。

ビジネスを停滞させないよう、各部署からの依頼に対して、できる
限り迅速に対応することを原則としつつも、検討が必要な事案につ
いてはきちんと時間を確保してリーガル・リスクの見極めを行うこ
と、そのバランスとメリハリをもって業務に取り組むことを心がけて
います。

法務のお仕事で気を付けていることをお聞かせください。

社内に弁護士がいてよかったと多くの社員に実感していただけるよ
う、またお取引先様からは当社は法的側面のしっかりした会社であ
ると感じていただけるよう、日々の業務に全力で取り組むとともに、
社員の法的知識の習得にも助力し、会社全体のリーガルマインドを
さらに向上させていきたいと考えています。

中長期的な展望についてお聞かせください。

新規取引先、業界の開拓です。現在は教育業界、特に大学への営業
に力をいれており、既存サービスのノウハウを生かして構築した

「WEB入学手続ソリューションサービス」の提案を行っています。

ご担当の業務についてお聞かせください。

取引先様から新しいお話をいただいた時です。当社サービスを
ご利用いただいた後、新しくこういったことはできないだろうか
というお話をいただくと当社への信頼や評価いただいているこ
とを実感し、その実感こそがやりがいにつながっています。

お仕事のやりがいをお聞かせください。

ウェルネットはこんなこともできるのか、ウェルネットだからでき
る、というような存在価値を世の中に出すことです。その為にも
既存概念にとらわれず、常に新しい発想を持って業務を遂行し
てまいります。

これからの目標についてお聞かせください。

スマホのカメラを利用して、払込票のバーコードを読み取るだけでカンタンお支払
銀行口座と直接接続することで、ラクラク即時決済。その他、コンビニや銀行ATMからの現金チャージも可能に
ポイントを利用することで、おトクにお支払が実現

安心のセキュリティ どこでも簡単に支払可能 ポイントでお得にお支払バーコードを読み取ってお支払

「支払秘書」サービス概要

「支払秘書」の画面イメージ

検  索支払秘書

アプリのダウンロード
はこちらから

アプリのダウンロード
はこちらから



　当社は、これまで非対面決済やその周辺業務を事業ドメインとし、そこで確立したノウハウと実績によって業績を伸ばしてまいりました。しか
しながら、今後の市場環境につきましては、非対面決済市場では一定の伸長が見込めるものの、コンビニは収斂が進むと見ております。また、
大手事業者への価格対応、OEMの縮小による売上減少も進んでいます。こうしたなかで、市場環境の大きな変化だけでなく成長の可能性も予
想されています。当社としましては、この大変革期を新たなビジネスチャンスに変えるべく、新「中期経営5か年計画」最終年度における経常利
益50億円を目標に、さらなる成長戦略を行ってまいります。具体的な施策としましては、従来のモノ・サービスを提供する事業者様との緊密な
関係の構築に加え、支払者側であるコンシューマにはスマホアプリを複数種投入、そのサービスの認知と普及に努めたプロモーション、そのた
めの人材の獲得と育成、システムパフォーマンスの向上などに取り組んでまいります。これら業態変革への投資は相当額に上りますが、投資効
果の最大化を得られるよう、素早い決断による積極投資を行ってまいります。
　なお、このような大規模かつ機動的な投資を行うことをはじめ、積極的にリスクをとる経営方針を決定したため、次期（第36期）の期初業績予
想は開示いたしません。

新「中期経営5か年計画」の進捗について

ごあいさつ
　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
　当期、当社は新「中期経営5か年計画（2016年7月～2021年6月）」をスタートいたしました。こう
したなか、積極的に経営を推進するだけでなく、本年9月をもって「監査等委員会設置会社」へ
移行することを決定いたしました。取締役会構成メンバーの過半数を社外取締役とし、経営の
透明・客観性を担保してまいります。また、執行役員も増強し目的達成に向けた体制を強化い
たしました。そして、経営と執行の分離を図ることで、スリムかつ実効性のある経営体制へ変革
いたします。

代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー

　当社事業が属する決済代行サービス市場では、スマートフォンの普及に加え、フィンテックの急速な伸展と実用化、IoTの利活用、シェアリン
グビジネスをはじめとするさまざまな新サービスの誕生など、今、時代の大変革期を迎えています。このような状況のもと、当社は新たなビジ
ネスチャンスへ積極的にチャレンジする新「中期経営5か年計画」を推進、重点施策として掲げる「電子マネー化時代への対応」「バスIT化プロ
ジェクトの推進」「事業者サイドに立ったコンシューマ向けサービス支援」に取り組んでおります。こうした取り組みにより、当期は「バスもり ！ 」
がJRバスの高速バス予約サイト「高速バスネット」に対応、またJRバスと「スマホ定期券」を共同開発、関東、東北、北海道の路線バスに導入され
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財務ハイライト
売上高 （単位：百万円）

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

第33期 第34期
2015年6月期 2016年6月期

第35期
2017年6月期

営業利益 （単位：百万円） 当期純利益 （単位：百万円）

8,888

10,529 10,260

1,637

2,054

1,099

経常利益 （単位：百万円）

1,520

2,007

1,239

938

1,350

869

当期（第35期）の業績と主な取り組みについてお聞かせください。Q1
A1

A2
新「中期経営5か年計画」とその主な取り組みについてお聞かせください。Q2
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への配慮として、安心して長期投資を行っていただくために、当期から4年間の配当性向を50％以上とし、1株当たりの配当が50円に満たない
場合でも50円を配当いたします。この金額は前「中期経営3か年計画」最終年度である前期（第34期）の（特別配当を除く）配当額37円※と比
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　以上の方針のもと、当期末の1株当たり配当金は、新「中期経営5か年計画」において、数値目標として定めた方針に則り、1株当たり50円を
配当させていただきました。
　当社はこれからもお取引先様、社員、株主の皆様、地域に愛され期待される企業を目指し、企業価値向上に努めてまいります。今後ともより
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※第36期（2018年6月期）につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多いため、業績予想を数値で示すことが困難な状況です。業績予想につきましては、
　合理的に予測可能となった時点で公表いたします。

　スマートフォンアプリを活用した電子マネーサービス「支払秘書」のAndroid版およびiOS版を、本年8月3日より
Google PlayとApp Storeで配信開始いたしました。本サービスは、ウェルネットが電子マネー本格化時代の到来をにら
み、5年前から独自に開発を進めてきたサーバ型電子マネーサービスです。
　本サービスの第一弾として、関西電力株式会社の電気料金の支払を「振込用紙のバーコード読取り・決済機能」にてご
利用いただくことができます。
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「バス旅スト」を10月より放送開始 
たび

旅と地方の魅力をお伝えする「バス旅スト」が
毎週日曜12:00より東京FM・JFN系列全国38局ネットにて放送開始
※タイトルについては変更となる可能性があります。

たび

社内唯一の法務担当者として、各種契約書のリーガル・チェック、社
内規程の見直し、監督官庁への対応等、社内の法務業務全般を担当
しています。

山岸哲平 　
（やまぎし　てっぺい） 

　　管理部　法務責任者
弁護士
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限り迅速に対応することを原則としつつも、検討が必要な事案につ
いてはきちんと時間を確保してリーガル・リスクの見極めを行うこ
と、そのバランスとメリハリをもって業務に取り組むことを心がけて
います。

法務のお仕事で気を付けていることをお聞かせください。

社内に弁護士がいてよかったと多くの社員に実感していただけるよ
う、またお取引先様からは当社は法的側面のしっかりした会社であ
ると感じていただけるよう、日々の業務に全力で取り組むとともに、
社員の法的知識の習得にも助力し、会社全体のリーガルマインドを
さらに向上させていきたいと考えています。

中長期的な展望についてお聞かせください。
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ご利用いただいた後、新しくこういったことはできないだろうか
というお話をいただくと当社への信頼や評価いただいているこ
とを実感し、その実感こそがやりがいにつながっています。

お仕事のやりがいをお聞かせください。

ウェルネットはこんなこともできるのか、ウェルネットだからでき
る、というような存在価値を世の中に出すことです。その為にも
既存概念にとらわれず、常に新しい発想を持って業務を遂行し
てまいります。

これからの目標についてお聞かせください。

スマホのカメラを利用して、払込票のバーコードを読み取るだけでカンタンお支払
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「WEB入学手続
 ソリューションサービス」の
 提供を開始

日本初、
路線バスの定期券が

スマホで買える
「バスもり ！ 」で

「スマホ定期券」開始

社員の福利厚生の充実や地域貢献活動の一環として、社員が子どもを育てながら継続し
て働くための選択肢を増やすため、保育園を開設しました。

　当社に勤務する女性社員の中には、子育てのために休職せざるを得ない社員が複数名おり、優秀な人材を十分活用で
きない課題を抱えていました。
　2017年4月の保育園開業により、休職中の社員も復職し、仕事と子育ての両立が図られるなど、社員への快適な労働環
境向上に具体的な形で資することになりました。
　また、保育園は企業内に設立され、ほとんど残業のない当社では定時に子どもと共に退社することが可能な環境下にあ
り、女性社員に関わらず、共働きの忙しい家庭においては男性社員も有効に利用することができます。
　さらには、通常保育に加え、働き方に合わせた子育てが可能となるようにお子さんを一時的に預かることができる「一時
保育」も実施しています。

「ウェルネットもりの保育園」が開園

設立背景

0～2歳児をお預かりする"りす
のおへや"では年齢に合わせて
午睡スペースを設けておりま
す。また、子供たちに多くの職員
の目が届くようにガラス張りの
調理室が併設されています。

3～5歳児をお預かりする"くま
のおへや"では主体性を育むた
めに職員たちが援助します。年
下のりすのおへやの子供たちと
もふれあうことで仲間意識を育
てます。

子どもたちが毎日食べる給食は
調理室で塩分・糖分を控え、体に
優しい薄味にしています。
月に1度お誕生会を実施します。

WELLNET News Digest

2017年4月より、ふるさと納税総合
サイト『ふるさとチョイス』の寄付金
決済に当社「マルチペイメントサービ
ス」が採用され、全国のコンビニ・銀
行AＴＭ・ネットバンクでふるさと納
税の支払ができるようになりました。

2017年 6月より
西武バス/国際興
業バスの高速バ
スの予約・購入・
乗車・払戻が当
社提供スマホア
プリ「バスもり ！ 」
でできるようにな
りました。取扱い
路線は順調に全
国各地へ拡大し
ています。

2017年1月より中国国際航空（エ
アチャイナ）の航空券購入時および
払戻に、「マルチペイメントサービ
ス」、「送金サービス」の提供を開始
しました。

ふるさと納税総合サイト『ふる
さとチョイス』で、「マルチペイ
メントサービス」が利用可能に

西武バス/国際興業バスで「バ
スもり ！ 」が利用可能に

中国国際航空の航空券購入と払
戻に、「マルチペイメントサービ
ス」と「送金サービス」を提供開始
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JR西日本・JR九州の
インターネット列車予約サービスにて、

「マルチペイメントサービス」と
「送金サービス」を提供開始

　本保育園は、内閣府が進める推進企業主導型保育事業に沿って設立し
ました。
　"ウェルネットもりの保育園"という名の通り、当園が立地しているテク
ノパーク全体が森に囲まれており、子供たちにとって自然豊かな環境下
にあり、散歩や森の散策など自然を活かした保育を取り入れています。
　また、少人数制であるため家庭の中で生活しているようなリラックスし
た雰囲気の中で時間を過ごすことができます。
　子どもたち一人ひとりの個性に合わせて丁寧に関わることで、その子
に応じた養護と教育を行っています。
　社会福祉法人札幌清幸福祉会に運営の主体を任せ、これまでに培った
認可保育園の経験と実績をもとに高い水準で保育サービスを提供して
もらっています。

ウェルネットもりの保育園

施設概要
〒004-0015
北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-15
開園年月日　2017年４月１日
対象年齢　　0歳(産休明け57日目) ～就学前　
利用定員　　12名
開所時間　　7時30分～ 20時30分

会社概要 （2017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 103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
取引銀行 （株）三井住友銀行、（株）みずほ銀行、

（株）北洋銀行

株式の状況 （2017年6月30日現在）

(注) 2016年５月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2016年７月１日付で株式１株につき２株の株式
　　分割を行っております。  

発行可能株式総数 54,624,000株
発行済株式の総数 19,400,000株

株主数 7,895名
大株主（上位10位）  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
株式会社三井住友銀行
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
東京中小企業投資育成株式会社
MSCO CUSTOMER SECURITIES
株式会社北洋銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
宮澤　一洋
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
日本生命保険相互会社

963,900
928,600
812,200
613,600
611,400
598,400
552,900
468,700
409,500
340,200

5.1
4.9
4.3
3.2
3.2
3.2
2.9
2.5
2.2
1.8

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2017年9月27日現在）

社外取締役（監査等委員）

代表取締役社長 宮澤　一洋
取締役

安藤　　均社外取締役（常勤監査等委員）
佐藤　元宏社外取締役（監査等委員）

高橋　静代

 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 東京都府中市日鋼町1-1
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）

同郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

公告方法 電子公告により当社ホームページ
（http://www.well-net.jp/koukoku/index.html）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 東京証券取引所市場 第一部

証券コード 2428

株式の売買単位 100株

（ご注意）

 
（注）１．当社は、自己株式505,158株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。  
　　２．持株比率は、自己株式505,158株を控除して計算しております。  
　　３．

 

ウェルネット株式会社

会社・株式情報

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、左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。

当社が2010年６月18日開催の取締役会において、「株式給付信託（J-ESOP）」を導入することを決
議したことに伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）（以下「信託口」という）が2010年
６月25日付で当社株式1,000株を取得しております。なお、上記自己株式数505,158株には、2017
年６月30日現在において信託口が所有する当社株式192,600株を含めておりません。 
 

花澤　　 Main Topics

奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」
への追加寄付について

　一昨年6月24日に創設した本奨学金制度は高専生向けの奨学金としては
過去最大級で、経済面で苦労する学生を長く支援することを目指しており、
2016年は46名の高等専門学校生に対して約860万円の支援を行いまし
た。2015年度に比べ、件数で17件、支援額で213万円、いずれも増加いた
しました。こういった背景から、学生の皆さま、ご家族及び教職員からも極め
て高い評価を頂いております。
　システム開発を中心とする情報産業は日本のみならず全世界をマーケッ
トにすることができ、北海道経済発展につながる有望産業です。その担い手
たる学生を多く育てている高専を支えることは、今後の北海道にとっても重
要課題だと感じております。そこで、「これらの学生を経済的に支援し、心置
きなく勉学に励んでもらう環境づくりを支援する基金」を一層充実させるべ
く、今回追加寄付を実施いたしました。
　ウェルネットは今後も北海道経済と情報産業の発展に貢献することを目
指してまいります。

名　　称 道新みらい君・ウェルネット奨学金
対　　象 道内４高専（函館、苫小牧、釧路、旭川）在校生
基　　金 総額２.２億円
選考方法

支援内容 ①緊急支援：保護者の急逝などで学費が支払えなく
　　　　　　なった場合、必要額を支援する
②通常支援：学生の経済状況に応じて年間授業料や
　　　　　　生活補助金を適宜支給する

※奨学生は「アルバイトなどを行うことなく学業に専念する」旨を誓約することが条件。

学生からの申請に基づき高専校長らでつくる選考
委員会が審査、学校長が北海道新聞社会福祉振興
基金に推薦、同基金評議員会が審査・決定する。

本年6月30日に6,000万円を追加寄付いたしました。


