
バスIT化ソリューション
「バスもり ！ 」の
電子もぎり回数券が大ヒット

サーバー型電子マネー
「支払秘書」サービス開始

「支払秘書」

「バスもり ！ ®」

　2018年4月1日より、「バスもり ！ 」上で石北線・釧網線（北海道旅客鉄道株式会社 所在地：北海道札
幌市）の一部エリアを対象に、スマホで定期券が購入でき、スマホ画面で定期券を取り扱える「スマホ
定期券」サービスを開始しました。
　この「スマホ定期券」導入により、駅へ行かなくてもクレジットカードやコンビニエンスストア、銀行
ATM、ネットバンクでのお支払が可能となり、24時間“いつでも”“どこでも”“スマートに”スマホ上の
かんたんな操作だけで定期券を購入できるようになります。
　同サービス導入エリアは無人駅が数多くあり、有人駅へ定期を買いに行くという手間が省かれるこ
とになります。
　当社は、本サービスを全国の鉄道・バス事業者に提案し適用路線の増加を図ってまいります。
　今後もウェルネットは、決済サービスとその先にある利用者や事業者、時代のニーズに合わせた
“あったら便利なしくみ”を作り続けることで社会に貢献します。

「スマホ定期券」が鉄道路線へと拡大しています

WELLNET News Digest

荷主と貨物を運ぶパートナーを直接
つなげるサービス「PickGo」では、三
井住友銀行・当社の「ネットDE受取
サービス」の採用により、利用してい
るパートナーが稼働した報酬をその
日に受け取ることが可能になりまし
た。

「CBcloud」のシェアリングエコ
ノミーサービス「PickGo」で当社
「ネットDE受取サービス」を開始
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2017年12月より阪急電鉄「宝塚歌
劇団」のチケット購入時に、「マルチペ
イメントサービス」の提供を開始しま
した。

阪急電鉄「宝塚歌劇団」に当社
決済サービスを提供開始

セブン・ペイメントサービスが提供
する企業から個人にあてた送金を全
国のセブン銀行のATMとセブン-イ
レブンのレジで受け取ることができ
る「現金受取サービス」において、提
携を開始しました。

セブン銀行ATMでの「現金受
取サービス」を開始

財務ハイライト

売上高 （単位：百万円）
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当期純利益 （単位：百万円）

10,529 10,260 9,783

経常利益 （単位：百万円）
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※第37期（2019年6月期）の業績につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多く、業績予想を数値で示すことが困難な状況なため、
　合理的に予測可能となった時点で公表いたします。
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■対象券種：通勤大人（1・3・6ヶ月）、通学一般（1・3・6ヶ月）、通学高校（1・3・6ヶ月）
※通学一般・通学高校の定期券として本サービスを利用する場合には、事前に学校事務への申込みをしていただくことで本人確認ができる仕組みとし、
　駅窓口への「通学証明書」の提出は不要となります。

■対象区間：北海道旅客鉄道株式会社　石北線（西留辺蘂―網走）・釧網線（緑―網走）

★最新Newsはこちら

会社概要 （2018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 114名　
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

日比谷U-1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 （2018年6月30日現在）
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 12,005名

大株主（上位10位）  

株式会社三井住友銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
東京中小企業投資育成株式会社
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
宮澤　一洋
株式会社北洋銀行
株式会社光通信
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5）
日本生命保険相互会社
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役　員 （2018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825,656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825,656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825,656株には、2018
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

地域貢献活動
　地域社会への貢献として、北海道の高等工業専門学校に通う経済面で苦労する学生向けに設立した「ウェルネット奨
学金」により、今年も多くの苦学生を支援しました。支援を受けた学生さんから多数の感謝のお手紙をいただき、 社員
のモチベーション向上にもつながっております。この活動は今後も継続してまいります。 
　また、札幌事業所に勤務する社員
が安心して仕事ができる環境整備
を目的として2017年4月に開設し
た企業内保育園「ウェルネットもりの
保育園」では、当社社員の子どもた
ち以外にも、ウェルネットの地域貢
献として近隣地域のお子様も受け
入れております。



トップインタビュー

　当期における当社の事業環境は、スマートフォンの普及に加えフィ
ンテックの伸展など、時代の大変革期を迎えています。
　このような状況のもと、従来のビジネスモデルから新しいビジネ
スモデルへの変革に取り組んだのが当期でした。市場的にも現金決
済から電子決済（キャッシュレス）へと変わっていく過渡期にあり、そ
の流れをビジネスとしてしっかりつかめるかというところに、今当社
はおります。当期、当社はスマホアプリ「支払秘書」「バスもり ！ 」の継
続的な機能追加開発、普及拡大に注力しました。
　「支払秘書」におきましては、提携銀行も当初の提携先である三井
住友銀行に加え、ゆうちょ銀行や三重銀行、第三銀行、千葉興業銀
行、大光銀行、北海道銀行、愛媛銀行などと接続を完了し、今後も提
携銀行は増加する見込みです。銀行側から求められたセキュリティ対
応についても、生体認証、決済情報のリアルタイム監視機能など、相
当額の投資を伴う機能を開発いたしました。今後は提携する収納機
関と協働してアプリの普及と決済量拡大を推進してまいります。導入
事業者につきましては、当初サービスインした関西電力に続き、九州
電力、北海道電力がサービスを開始、今後も他電力会社への拡大を
見込んでおります。「支払秘書」はストック型のビジネスモデルですの
で、一度収支ラインを超えると上昇気流に乗ることができるため、大
きく伸長する可能性を秘めております。
　「バスもり ！ 」は、取扱路線が250を超えました。通常のスマホチ
ケット・定期券に加え、当期は電子回数券、電子もぎり券、フリーパ
スなどの開発を行い、それぞれ福岡と熊本を結ぶ「ひのくに号」、新
千歳空港のバス便、奈良市内の「１-Day Pass」として採用されるな
ど着実に拡大しております。
　これら取り組みの結果、新「中期経営5か年計画」の2年目にあたる
当期の経営成績は、売上高9,783百万円（前事業年度比4.6％減）、
営業利益677百万円（同38.3％減）、経常利益は708百万円（同
42.9％減）、当期純利益は495百万円（同43.1％減）となりました。

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。
　当社は、当期を次期（第37期）以降、企業として大きく羽ばたくための基盤づくりの期間と位置づけ、新「中期経
営5か年計画（2016年7月～2021年6月）」（2016年8月発表）の重点施策である「電子マネー時代への対応」「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」に取り組んでまいりました。
　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、全国の地域で役立
つビジネスモデルのIT化という事業を通じて、企業価値向上に努めてまいります。

代表取締役社長　宮澤 一洋

　当社は、会社の存在意義と社員の行動指針を「ウェルネットアレ
テー」として定め、実効性あるガバナンスを目指しています。また、意
思決定の透明性を高めるため、コーポレートガバナンスコードを意
識し、2017年9月「監査等委員会設置会社」に移行しています。取締
役会メンバーの過半数を社外取締役が占める構成で、毎回全員参加
のもと、活発な議論を行っています。なお、創業メンバーが多くの株
式を保有するベンチャー企業が多いなか、私の持株比率は2.5％程
度であり、まさに「パブリックカンパニー」といえます。

配当方針

御社の経営理念についてお聞かせください。Q1
A1

A2

では、当期（第36期）の業績と主な取り組みについて
お聞かせください。

Q2

　すでに当社の「マルチペイメントサービス」を導入している事業
者様に「支払秘書」をご提案、導入いただく活動を本格化します。さ
らにはスマホチケットとして強みを持つ「バスもり ！ 」と「支払秘書」
の相乗効果を狙って相互アプリの連携強化開発に着手いたしま
す。例えば「バスもり ！ 」の「マイ路線機能」と連携しワンクリックで
支払いが完了し電子チケットを購入できるなど、利便性が大幅に向
上します。
　一方、内部に目を向けますと、ここ数年間行ってきた安定運用投
資の効果が表れ、当期は大規模障害0でした。また、品質管理チーム
の発足、内部監査室を増員し札幌に常駐させるといった施策ととも
に、新卒・中途含め技術者の採用も積極的に行っており、システム
開発・安定運用体制を確実なものとしてまいりました。今後は安定
稼働を前提とし、サービスごとの収益構造を可視化することでコス
トパフォーマンスの最適化を行ってまいります。また、今後はさらな
る機能追加、セキュリティ関連開発やシステム運用自動化などを継
続してまいります。一方で準備が完了したコーポレートベンチャー
キャピタルの有効活用も行ってまいります。今後はこれらの投資を
収益として回収していくことがテーマとなります。
　なお、次期の業績につきましては、現時点では業績に影響を与え
る未確定な要素が多く、業績予想を数値で示すことが困難な状況な
ため、合理的に予測可能となった時点で公表いたします。

A3
次期（第37期）の取り組みについてお聞かせください。Q3

　当社の事業は、クラウド型ITプラットフォームを特徴とし、全国の銀
行、電力会社、バス・航空・鉄道会社を顧客に持つなど、日本全国津々
浦々にまで貢献できるビジネスモデルです。無人駅を利用される方
が「スマホ定期券」のおかげで、「半日かけて定期を買いに行かなく
てもよくなった」などのエピソードも寄せられております。また、地域
社会への貢献として、北海道の高等工業専門学校に通う経済面で苦
労する学生に向けて「ウェルネット奨学金」を設立、多くの苦学生を支
援してまいりました。
　なお、当期の期末配当金は、下記配当方針に則り、1株当たり50円
とさせていただきました。
　株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りま
すよう、お願い申し上げます。

A4
最後に株主の皆様へのメッセージをお願いします。Q4

株主の皆様への配慮として、安心して長期投資
をいただくために、新「中期経営5か年計画」の
期間の配当性向を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円を配当す
ることとしております。

自己株式の取得

自己株式の取得を、下記のとおり実施いたしました。

取得した株式の種類：当社普通株式
取得した株式の総数：429,100株
株式の取得価額の総額：499,953,400円
取得期間：2018年2月5日～2018年6月6日 
取得の方法：東京証券取引所における市場買付

フィンテックサービス「支払秘書」が本格稼働、続々拡大！！

経理チームリーダー・経理責任者として、当社の財務・会計方面の業務を
統括しています。

草木 理臣 　
（くさき ただおみ） 

　　管理部 経理チーム チームリーダー
経理責任者

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.4

上埜 翼
（うえの つばさ） 

　　フィンテックイノベーションチーム
チームリーダー

「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。

経理業務はお金を扱う、ミスの許されない職種ですので、常に自分たちの
行った作業に間違いがないか、確認を怠らないよう気を付けています。
また経理では、ルーティン的な業務が多いのですが、そのなかにあって現状
の作業工程のなかに何か問題点はないか、改善できる点はないか、という問
題意識を持って業務に臨むよう心がけています。

日頃の通常業務で気を付けていることをお聞かせください。

その業務の本質的な目的・意味をきちんと理解して仕事に取り組んでいるか
どうかが最も重要であると、担当メンバーには指導しています。例えば会計業
務の場合、その理論的背景となる会計基準や法規をきちんと理解し、自分が
達成すべきことが何なのかを把握できていることが重要だと考えています。

経理部門を束ねる長として、最重要視する部分をお聞かせください。

第37期は新「中期経営５か年計画」の３年目となり、最終年度の利益目標の
達成に向けて、経理部門においても資金面や計数管理など様々な側面で、
会社の業績に対して直接的・間接的に貢献することが求められております。
こうした要請に対応できるよう、資金管理体制の充実や会計業務の一層の
効率化に取り組んでいく予定です。

次期（第37期 ※2018年7月～2019年6月）への展望をお聞かせください。
新規サービスのシステム開発です。現在は「マルチペイメントサービス」のク
ラウド対応やAPI化、「支払秘書」の機能拡張に力を入れており、プロジェクト
の管理・推進業務を行っています。

ご担当の業務についてお聞かせください。

構築したシステムのサービスが無事に開始し、お客様に利用された時
です。
サービスがお客様に利用されたことを実感すると、新たなサービスへ
のモチベーションと喜びにつながります。

業務のなかで最も喜びを感じるのは、どんな時でしょうか。

「支払秘書」の利用拡大を目標に、支払手段や利便性の向上、「マルチペ
イメントサービス」のAPI化、「バスもり ！ 」と「支払秘書」の連携強化に
取り組んでいきます。

フィンテック部門として次期（第37期 ※2018年7月～2019年
6月）目指す目標をお聞かせください。

「バスもり ！ 」と「支払秘書」を連携したサービス、キャッシュレス社会を
促進するような便利な決済サービスを提案できたらと考えています。

今後考えている新しいサービス等ありましたら、
お聞かせください。

検  索支払秘書

アプリのダウンロード
はこちらから

「バスもり！」、13万DL突破！（2018年8月末時点）

取扱路線、250路線に

オンライン学割サービス「学認割」の提供開始

日本初！空港バスで「電子もぎり券」を提供開始（北海道中央バス）

日本初！路線バスの「フリー乗車券」を販売開始（奈良交通）

日本初！定期観光便の「電子もぎり券」を販売開始（全但バス）

バスIT化プロジェクトにおいて
「スマホ定期券」拡大中 !

「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」
タビ

アプリのダウンロード
はこちらから

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局ネットにて放送中

タビ

横浜－羽田空港の空港線「YCAT（ワイキャット）」に「スマホ定期券」を提供開始

関西電力に提供開始（2017年8月）

九州電力（2018年6月）、北海道電力（2018年7月）に提供拡大

三井住友銀行に加え接続銀行を拡大
（ゆうちょ銀行、三重銀行、第三銀行、千葉興業銀行、大光銀行、北海道銀行、愛媛銀行）

生体認証等によりセキュリティレベルを強化

「バスもり！」との連携を開始

既存事業者（マルチペイメントサービス）への展開を開始
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「バスもり！」におけるダウンロード数、アクティブユーザー数の推移
（2017年7月～2018年7月）



トップインタビュー

　当期における当社の事業環境は、スマートフォンの普及に加えフィ
ンテックの伸展など、時代の大変革期を迎えています。
　このような状況のもと、従来のビジネスモデルから新しいビジネ
スモデルへの変革に取り組んだのが当期でした。市場的にも現金決
済から電子決済（キャッシュレス）へと変わっていく過渡期にあり、そ
の流れをビジネスとしてしっかりつかめるかというところに、今当社
はおります。当期、当社はスマホアプリ「支払秘書」「バスもり ！ 」の継
続的な機能追加開発、普及拡大に注力しました。
　「支払秘書」におきましては、提携銀行も当初の提携先である三井
住友銀行に加え、ゆうちょ銀行や三重銀行、第三銀行、千葉興業銀
行、大光銀行、北海道銀行、愛媛銀行などと接続を完了し、今後も提
携銀行は増加する見込みです。銀行側から求められたセキュリティ対
応についても、生体認証、決済情報のリアルタイム監視機能など、相
当額の投資を伴う機能を開発いたしました。今後は提携する収納機
関と協働してアプリの普及と決済量拡大を推進してまいります。導入
事業者につきましては、当初サービスインした関西電力に続き、九州
電力、北海道電力がサービスを開始、今後も他電力会社への拡大を
見込んでおります。「支払秘書」はストック型のビジネスモデルですの
で、一度収支ラインを超えると上昇気流に乗ることができるため、大
きく伸長する可能性を秘めております。
　「バスもり ！ 」は、取扱路線が250を超えました。通常のスマホチ
ケット・定期券に加え、当期は電子回数券、電子もぎり券、フリーパ
スなどの開発を行い、それぞれ福岡と熊本を結ぶ「ひのくに号」、新
千歳空港のバス便、奈良市内の「１-Day Pass」として採用されるな
ど着実に拡大しております。
　これら取り組みの結果、新「中期経営5か年計画」の2年目にあたる
当期の経営成績は、売上高9,783百万円（前事業年度比4.6％減）、
営業利益677百万円（同38.3％減）、経常利益は708百万円（同
42.9％減）、当期純利益は495百万円（同43.1％減）となりました。

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。
　当社は、当期を次期（第37期）以降、企業として大きく羽ばたくための基盤づくりの期間と位置づけ、新「中期経
営5か年計画（2016年7月～2021年6月）」（2016年8月発表）の重点施策である「電子マネー時代への対応」「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」に取り組んでまいりました。
　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、全国の地域で役立
つビジネスモデルのIT化という事業を通じて、企業価値向上に努めてまいります。

代表取締役社長　宮澤 一洋

　当社は、会社の存在意義と社員の行動指針を「ウェルネットアレ
テー」として定め、実効性あるガバナンスを目指しています。また、意
思決定の透明性を高めるため、コーポレートガバナンスコードを意
識し、2017年9月「監査等委員会設置会社」に移行しています。取締
役会メンバーの過半数を社外取締役が占める構成で、毎回全員参加
のもと、活発な議論を行っています。なお、創業メンバーが多くの株
式を保有するベンチャー企業が多いなか、私の持株比率は2.5％程
度であり、まさに「パブリックカンパニー」といえます。

配当方針

御社の経営理念についてお聞かせください。Q1
A1

A2

では、当期（第36期）の業績と主な取り組みについて
お聞かせください。

Q2

　すでに当社の「マルチペイメントサービス」を導入している事業
者様に「支払秘書」をご提案、導入いただく活動を本格化します。さ
らにはスマホチケットとして強みを持つ「バスもり ！ 」と「支払秘書」
の相乗効果を狙って相互アプリの連携強化開発に着手いたしま
す。例えば「バスもり ！ 」の「マイ路線機能」と連携しワンクリックで
支払いが完了し電子チケットを購入できるなど、利便性が大幅に向
上します。
　一方、内部に目を向けますと、ここ数年間行ってきた安定運用投
資の効果が表れ、当期は大規模障害0でした。また、品質管理チーム
の発足、内部監査室を増員し札幌に常駐させるといった施策ととも
に、新卒・中途含め技術者の採用も積極的に行っており、システム
開発・安定運用体制を確実なものとしてまいりました。今後は安定
稼働を前提とし、サービスごとの収益構造を可視化することでコス
トパフォーマンスの最適化を行ってまいります。また、今後はさらな
る機能追加、セキュリティ関連開発やシステム運用自動化などを継
続してまいります。一方で準備が完了したコーポレートベンチャー
キャピタルの有効活用も行ってまいります。今後はこれらの投資を
収益として回収していくことがテーマとなります。
　なお、次期の業績につきましては、現時点では業績に影響を与え
る未確定な要素が多く、業績予想を数値で示すことが困難な状況な
ため、合理的に予測可能となった時点で公表いたします。

A3
次期（第37期）の取り組みについてお聞かせください。Q3

　当社の事業は、クラウド型ITプラットフォームを特徴とし、全国の銀
行、電力会社、バス・航空・鉄道会社を顧客に持つなど、日本全国津々
浦々にまで貢献できるビジネスモデルです。無人駅を利用される方
が「スマホ定期券」のおかげで、「半日かけて定期を買いに行かなく
てもよくなった」などのエピソードも寄せられております。また、地域
社会への貢献として、北海道の高等工業専門学校に通う経済面で苦
労する学生に向けて「ウェルネット奨学金」を設立、多くの苦学生を支
援してまいりました。
　なお、当期の期末配当金は、下記配当方針に則り、1株当たり50円
とさせていただきました。
　株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りま
すよう、お願い申し上げます。

A4
最後に株主の皆様へのメッセージをお願いします。Q4

株主の皆様への配慮として、安心して長期投資
をいただくために、新「中期経営5か年計画」の
期間の配当性向を50％以上とし、1株当たりの
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フィンテックサービス「支払秘書」が本格稼働、続々拡大！！

経理チームリーダー・経理責任者として、当社の財務・会計方面の業務を
統括しています。

草木 理臣 　
（くさき ただおみ） 

　　管理部 経理チーム チームリーダー
経理責任者

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.4

上埜 翼
（うえの つばさ） 

　　フィンテックイノベーションチーム
チームリーダー

「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。

経理業務はお金を扱う、ミスの許されない職種ですので、常に自分たちの
行った作業に間違いがないか、確認を怠らないよう気を付けています。
また経理では、ルーティン的な業務が多いのですが、そのなかにあって現状
の作業工程のなかに何か問題点はないか、改善できる点はないか、という問
題意識を持って業務に臨むよう心がけています。

日頃の通常業務で気を付けていることをお聞かせください。

その業務の本質的な目的・意味をきちんと理解して仕事に取り組んでいるか
どうかが最も重要であると、担当メンバーには指導しています。例えば会計業
務の場合、その理論的背景となる会計基準や法規をきちんと理解し、自分が
達成すべきことが何なのかを把握できていることが重要だと考えています。

経理部門を束ねる長として、最重要視する部分をお聞かせください。

第37期は新「中期経営５か年計画」の３年目となり、最終年度の利益目標の
達成に向けて、経理部門においても資金面や計数管理など様々な側面で、
会社の業績に対して直接的・間接的に貢献することが求められております。
こうした要請に対応できるよう、資金管理体制の充実や会計業務の一層の
効率化に取り組んでいく予定です。

次期（第37期 ※2018年7月～2019年6月）への展望をお聞かせください。
新規サービスのシステム開発です。現在は「マルチペイメントサービス」のク
ラウド対応やAPI化、「支払秘書」の機能拡張に力を入れており、プロジェクト
の管理・推進業務を行っています。

ご担当の業務についてお聞かせください。

構築したシステムのサービスが無事に開始し、お客様に利用された時
です。
サービスがお客様に利用されたことを実感すると、新たなサービスへ
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「バスもり！」におけるダウンロード数、アクティブユーザー数の推移
（2017年7月～2018年7月）



トップインタビュー

　当期における当社の事業環境は、スマートフォンの普及に加えフィ
ンテックの伸展など、時代の大変革期を迎えています。
　このような状況のもと、従来のビジネスモデルから新しいビジネ
スモデルへの変革に取り組んだのが当期でした。市場的にも現金決
済から電子決済（キャッシュレス）へと変わっていく過渡期にあり、そ
の流れをビジネスとしてしっかりつかめるかというところに、今当社
はおります。当期、当社はスマホアプリ「支払秘書」「バスもり ！ 」の継
続的な機能追加開発、普及拡大に注力しました。
　「支払秘書」におきましては、提携銀行も当初の提携先である三井
住友銀行に加え、ゆうちょ銀行や三重銀行、第三銀行、千葉興業銀
行、大光銀行、北海道銀行、愛媛銀行などと接続を完了し、今後も提
携銀行は増加する見込みです。銀行側から求められたセキュリティ対
応についても、生体認証、決済情報のリアルタイム監視機能など、相
当額の投資を伴う機能を開発いたしました。今後は提携する収納機
関と協働してアプリの普及と決済量拡大を推進してまいります。導入
事業者につきましては、当初サービスインした関西電力に続き、九州
電力、北海道電力がサービスを開始、今後も他電力会社への拡大を
見込んでおります。「支払秘書」はストック型のビジネスモデルですの
で、一度収支ラインを超えると上昇気流に乗ることができるため、大
きく伸長する可能性を秘めております。
　「バスもり ！ 」は、取扱路線が250を超えました。通常のスマホチ
ケット・定期券に加え、当期は電子回数券、電子もぎり券、フリーパ
スなどの開発を行い、それぞれ福岡と熊本を結ぶ「ひのくに号」、新
千歳空港のバス便、奈良市内の「１-Day Pass」として採用されるな
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　これら取り組みの結果、新「中期経営5か年計画」の2年目にあたる
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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。
　当社は、当期を次期（第37期）以降、企業として大きく羽ばたくための基盤づくりの期間と位置づけ、新「中期経
営5か年計画（2016年7月～2021年6月）」（2016年8月発表）の重点施策である「電子マネー時代への対応」「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」に取り組んでまいりました。
　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、全国の地域で役立
つビジネスモデルのIT化という事業を通じて、企業価値向上に努めてまいります。

代表取締役社長　宮澤 一洋

　当社は、会社の存在意義と社員の行動指針を「ウェルネットアレ
テー」として定め、実効性あるガバナンスを目指しています。また、意
思決定の透明性を高めるため、コーポレートガバナンスコードを意
識し、2017年9月「監査等委員会設置会社」に移行しています。取締
役会メンバーの過半数を社外取締役が占める構成で、毎回全員参加
のもと、活発な議論を行っています。なお、創業メンバーが多くの株
式を保有するベンチャー企業が多いなか、私の持株比率は2.5％程
度であり、まさに「パブリックカンパニー」といえます。

配当方針

御社の経営理念についてお聞かせください。Q1
A1

A2

では、当期（第36期）の業績と主な取り組みについて
お聞かせください。

Q2

　すでに当社の「マルチペイメントサービス」を導入している事業
者様に「支払秘書」をご提案、導入いただく活動を本格化します。さ
らにはスマホチケットとして強みを持つ「バスもり ！ 」と「支払秘書」
の相乗効果を狙って相互アプリの連携強化開発に着手いたしま
す。例えば「バスもり ！ 」の「マイ路線機能」と連携しワンクリックで
支払いが完了し電子チケットを購入できるなど、利便性が大幅に向
上します。
　一方、内部に目を向けますと、ここ数年間行ってきた安定運用投
資の効果が表れ、当期は大規模障害0でした。また、品質管理チーム
の発足、内部監査室を増員し札幌に常駐させるといった施策ととも
に、新卒・中途含め技術者の採用も積極的に行っており、システム
開発・安定運用体制を確実なものとしてまいりました。今後は安定
稼働を前提とし、サービスごとの収益構造を可視化することでコス
トパフォーマンスの最適化を行ってまいります。また、今後はさらな
る機能追加、セキュリティ関連開発やシステム運用自動化などを継
続してまいります。一方で準備が完了したコーポレートベンチャー
キャピタルの有効活用も行ってまいります。今後はこれらの投資を
収益として回収していくことがテーマとなります。
　なお、次期の業績につきましては、現時点では業績に影響を与え
る未確定な要素が多く、業績予想を数値で示すことが困難な状況な
ため、合理的に予測可能となった時点で公表いたします。

A3
次期（第37期）の取り組みについてお聞かせください。Q3

　当社の事業は、クラウド型ITプラットフォームを特徴とし、全国の銀
行、電力会社、バス・航空・鉄道会社を顧客に持つなど、日本全国津々
浦々にまで貢献できるビジネスモデルです。無人駅を利用される方
が「スマホ定期券」のおかげで、「半日かけて定期を買いに行かなく
てもよくなった」などのエピソードも寄せられております。また、地域
社会への貢献として、北海道の高等工業専門学校に通う経済面で苦
労する学生に向けて「ウェルネット奨学金」を設立、多くの苦学生を支
援してまいりました。
　なお、当期の期末配当金は、下記配当方針に則り、1株当たり50円
とさせていただきました。
　株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りま
すよう、お願い申し上げます。

A4
最後に株主の皆様へのメッセージをお願いします。Q4

株主の皆様への配慮として、安心して長期投資
をいただくために、新「中期経営5か年計画」の
期間の配当性向を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円を配当す
ることとしております。

自己株式の取得

自己株式の取得を、下記のとおり実施いたしました。

取得した株式の種類：当社普通株式
取得した株式の総数：429,100株
株式の取得価額の総額：499,953,400円
取得期間：2018年2月5日～2018年6月6日 
取得の方法：東京証券取引所における市場買付

フィンテックサービス「支払秘書」が本格稼働、続々拡大！！

経理チームリーダー・経理責任者として、当社の財務・会計方面の業務を
統括しています。

草木 理臣 　
（くさき ただおみ） 

　　管理部 経理チーム チームリーダー
経理責任者

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.4

上埜 翼
（うえの つばさ） 

　　フィンテックイノベーションチーム
チームリーダー

「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。

経理業務はお金を扱う、ミスの許されない職種ですので、常に自分たちの
行った作業に間違いがないか、確認を怠らないよう気を付けています。
また経理では、ルーティン的な業務が多いのですが、そのなかにあって現状
の作業工程のなかに何か問題点はないか、改善できる点はないか、という問
題意識を持って業務に臨むよう心がけています。

日頃の通常業務で気を付けていることをお聞かせください。

その業務の本質的な目的・意味をきちんと理解して仕事に取り組んでいるか
どうかが最も重要であると、担当メンバーには指導しています。例えば会計業
務の場合、その理論的背景となる会計基準や法規をきちんと理解し、自分が
達成すべきことが何なのかを把握できていることが重要だと考えています。

経理部門を束ねる長として、最重要視する部分をお聞かせください。

第37期は新「中期経営５か年計画」の３年目となり、最終年度の利益目標の
達成に向けて、経理部門においても資金面や計数管理など様々な側面で、
会社の業績に対して直接的・間接的に貢献することが求められております。
こうした要請に対応できるよう、資金管理体制の充実や会計業務の一層の
効率化に取り組んでいく予定です。

次期（第37期 ※2018年7月～2019年6月）への展望をお聞かせください。
新規サービスのシステム開発です。現在は「マルチペイメントサービス」のク
ラウド対応やAPI化、「支払秘書」の機能拡張に力を入れており、プロジェクト
の管理・推進業務を行っています。

ご担当の業務についてお聞かせください。

構築したシステムのサービスが無事に開始し、お客様に利用された時
です。
サービスがお客様に利用されたことを実感すると、新たなサービスへ
のモチベーションと喜びにつながります。

業務のなかで最も喜びを感じるのは、どんな時でしょうか。

「支払秘書」の利用拡大を目標に、支払手段や利便性の向上、「マルチペ
イメントサービス」のAPI化、「バスもり ！ 」と「支払秘書」の連携強化に
取り組んでいきます。

フィンテック部門として次期（第37期 ※2018年7月～2019年
6月）目指す目標をお聞かせください。

「バスもり ！ 」と「支払秘書」を連携したサービス、キャッシュレス社会を
促進するような便利な決済サービスを提案できたらと考えています。

今後考えている新しいサービス等ありましたら、
お聞かせください。

検  索支払秘書

アプリのダウンロード
はこちらから

「バスもり！」、13万DL突破！（2018年8月末時点）

取扱路線、250路線に

オンライン学割サービス「学認割」の提供開始

日本初！空港バスで「電子もぎり券」を提供開始（北海道中央バス）

日本初！路線バスの「フリー乗車券」を販売開始（奈良交通）

日本初！定期観光便の「電子もぎり券」を販売開始（全但バス）

バスIT化プロジェクトにおいて
「スマホ定期券」拡大中 !

「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」
タビ

アプリのダウンロード
はこちらから

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局ネットにて放送中

タビ

横浜－羽田空港の空港線「YCAT（ワイキャット）」に「スマホ定期券」を提供開始

関西電力に提供開始（2017年8月）

九州電力（2018年6月）、北海道電力（2018年7月）に提供拡大

三井住友銀行に加え接続銀行を拡大
（ゆうちょ銀行、三重銀行、第三銀行、千葉興業銀行、大光銀行、北海道銀行、愛媛銀行）

生体認証等によりセキュリティレベルを強化

「バスもり！」との連携を開始

既存事業者（マルチペイメントサービス）への展開を開始

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

13 DL

1.8
250

「バスもり！」におけるダウンロード数、アクティブユーザー数の推移
（2017年7月～2018年7月）



バスIT化ソリューション
「バスもり ！ 」の
電子もぎり回数券が大ヒット

サーバー型電子マネー
「支払秘書」サービス開始

「支払秘書」

「バスもり ！ ®」

　2018年4月1日より、「バスもり ！ 」上で石北線・釧網線（北海道旅客鉄道株式会社 所在地：北海道札
幌市）の一部エリアを対象に、スマホで定期券が購入でき、スマホ画面で定期券を取り扱える「スマホ
定期券」サービスを開始しました。
　この「スマホ定期券」導入により、駅へ行かなくてもクレジットカードやコンビニエンスストア、銀行
ATM、ネットバンクでのお支払が可能となり、24時間“いつでも”“どこでも”“スマートに”スマホ上の
かんたんな操作だけで定期券を購入できるようになります。
　同サービス導入エリアは無人駅が数多くあり、有人駅へ定期を買いに行くという手間が省かれるこ
とになります。
　当社は、本サービスを全国の鉄道・バス事業者に提案し適用路線の増加を図ってまいります。
　今後もウェルネットは、決済サービスとその先にある利用者や事業者、時代のニーズに合わせた
“あったら便利なしくみ”を作り続けることで社会に貢献します。

「スマホ定期券」が鉄道路線へと拡大しています

WELLNET News Digest

荷主と貨物を運ぶパートナーを直接
つなげるサービス「PickGo」では、三
井住友銀行・当社の「ネットDE受取
サービス」の採用により、利用してい
るパートナーが稼働した報酬をその
日に受け取ることが可能になりまし
た。

「CBcloud」のシェアリングエコ
ノミーサービス「PickGo」で当社
「ネットDE受取サービス」を開始

2017 JUL. » 2018 JUN.

WELLNET REPORT Vol.36
36 証券コード：2428第 期｜ウェルネットレポート2017年7月1日 » 2018年6月30日

2017年12月より阪急電鉄「宝塚歌
劇団」のチケット購入時に、「マルチペ
イメントサービス」の提供を開始しま
した。

阪急電鉄「宝塚歌劇団」に当社
決済サービスを提供開始

セブン・ペイメントサービスが提供
する企業から個人にあてた送金を全
国のセブン銀行のATMとセブン-イ
レブンのレジで受け取ることができ
る「現金受取サービス」において、提
携を開始しました。

セブン銀行ATMでの「現金受
取サービス」を開始

財務ハイライト

売上高 （単位：百万円）

第34期
2016年6月期

第35期
2017年6月期

第36期
2018年6月期

第34期
2016年6月期

第35期
2017年6月期

第36期
2018年6月期

第34期
2016年6月期

第35期
2017年6月期

第36期
2018年6月期

当期純利益 （単位：百万円）

10,529 10,260 9,783

経常利益 （単位：百万円）

2,007

708
495

1,239

1,350

869

※第37期（2019年6月期）の業績につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多く、業績予想を数値で示すことが困難な状況なため、
　合理的に予測可能となった時点で公表いたします。
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■対象券種：通勤大人（1・3・6ヶ月）、通学一般（1・3・6ヶ月）、通学高校（1・3・6ヶ月）
※通学一般・通学高校の定期券として本サービスを利用する場合には、事前に学校事務への申込みをしていただくことで本人確認ができる仕組みとし、
　駅窓口への「通学証明書」の提出は不要となります。

■対象区間：北海道旅客鉄道株式会社　石北線（西留辺蘂―網走）・釧網線（緑―網走）

★最新Newsはこちら

会社概要 （2018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 114名　
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

日比谷U-1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 （2018年6月30日現在）
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 12,005名

大株主（上位10位）  

株式会社三井住友銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
東京中小企業投資育成株式会社
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
宮澤　一洋
株式会社北洋銀行
株式会社光通信
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5）
日本生命保険相互会社

 918,600
903,000
779,300
612,200
582,300
471,395
401,800
385,300
371,000
340,200

4.94
4.86
4.19
3.29
3.13
2.53
2.16
2.07
1.99
1.83

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2018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825,656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825,656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825,656株には、2018
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

地域貢献活動
　地域社会への貢献として、北海道の高等工業専門学校に通う経済面で苦労する学生向けに設立した「ウェルネット奨
学金」により、今年も多くの苦学生を支援しました。支援を受けた学生さんから多数の感謝のお手紙をいただき、 社員
のモチベーション向上にもつながっております。この活動は今後も継続してまいります。 
　また、札幌事業所に勤務する社員
が安心して仕事ができる環境整備
を目的として2017年4月に開設し
た企業内保育園「ウェルネットもりの
保育園」では、当社社員の子どもた
ち以外にも、ウェルネットの地域貢
献として近隣地域のお子様も受け
入れております。
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「支払秘書」

「バスもり ！ ®」

　2018年4月1日より、「バスもり ！ 」上で石北線・釧網線（北海道旅客鉄道株式会社 所在地：北海道札
幌市）の一部エリアを対象に、スマホで定期券が購入でき、スマホ画面で定期券を取り扱える「スマホ
定期券」サービスを開始しました。
　この「スマホ定期券」導入により、駅へ行かなくてもクレジットカードやコンビニエンスストア、銀行
ATM、ネットバンクでのお支払が可能となり、24時間“いつでも”“どこでも”“スマートに”スマホ上の
かんたんな操作だけで定期券を購入できるようになります。
　同サービス導入エリアは無人駅が数多くあり、有人駅へ定期を買いに行くという手間が省かれるこ
とになります。
　当社は、本サービスを全国の鉄道・バス事業者に提案し適用路線の増加を図ってまいります。
　今後もウェルネットは、決済サービスとその先にある利用者や事業者、時代のニーズに合わせた
“あったら便利なしくみ”を作り続けることで社会に貢献します。

「スマホ定期券」が鉄道路線へと拡大しています

WELLNET News Digest

荷主と貨物を運ぶパートナーを直接
つなげるサービス「PickGo」では、三
井住友銀行・当社の「ネットDE受取
サービス」の採用により、利用してい
るパートナーが稼働した報酬をその
日に受け取ることが可能になりまし
た。

「CBcloud」のシェアリングエコ
ノミーサービス「PickGo」で当社
「ネットDE受取サービス」を開始
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2017年12月より阪急電鉄「宝塚歌
劇団」のチケット購入時に、「マルチペ
イメントサービス」の提供を開始しま
した。

阪急電鉄「宝塚歌劇団」に当社
決済サービスを提供開始

セブン・ペイメントサービスが提供
する企業から個人にあてた送金を全
国のセブン銀行のATMとセブン-イ
レブンのレジで受け取ることができ
る「現金受取サービス」において、提
携を開始しました。

セブン銀行ATMでの「現金受
取サービス」を開始

財務ハイライト

売上高 （単位：百万円）

第34期
2016年6月期

第35期
2017年6月期

第36期
2018年6月期

第34期
2016年6月期

第35期
2017年6月期

第36期
2018年6月期

第34期
2016年6月期

第35期
2017年6月期

第36期
2018年6月期

当期純利益 （単位：百万円）

10,529 10,260 9,783

経常利益 （単位：百万円）

2,007

708
495

1,239

1,350

869

※第37期（2019年6月期）の業績につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多く、業績予想を数値で示すことが困難な状況なため、
　合理的に予測可能となった時点で公表いたします。
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■対象券種：通勤大人（1・3・6ヶ月）、通学一般（1・3・6ヶ月）、通学高校（1・3・6ヶ月）
※通学一般・通学高校の定期券として本サービスを利用する場合には、事前に学校事務への申込みをしていただくことで本人確認ができる仕組みとし、
　駅窓口への「通学証明書」の提出は不要となります。

■対象区間：北海道旅客鉄道株式会社　石北線（西留辺蘂―網走）・釧網線（緑―網走）

★最新Newsはこちら

会社概要 （2018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 114名　
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

日比谷U-1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 （2018年6月30日現在）
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 12,005名

大株主（上位10位）  

株式会社三井住友銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
東京中小企業投資育成株式会社
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
宮澤　一洋
株式会社北洋銀行
株式会社光通信
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5）
日本生命保険相互会社

 918,600
903,000
779,300
612,200
582,300
471,395
401,800
385,300
371,000
340,200

4.94
4.86
4.19
3.29
3.13
2.53
2.16
2.07
1.99
1.83

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2018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825,656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825,656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825,656株には、2018
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

地域貢献活動
　地域社会への貢献として、北海道の高等工業専門学校に通う経済面で苦労する学生向けに設立した「ウェルネット奨
学金」により、今年も多くの苦学生を支援しました。支援を受けた学生さんから多数の感謝のお手紙をいただき、 社員
のモチベーション向上にもつながっております。この活動は今後も継続してまいります。 
　また、札幌事業所に勤務する社員
が安心して仕事ができる環境整備
を目的として2017年4月に開設し
た企業内保育園「ウェルネットもりの
保育園」では、当社社員の子どもた
ち以外にも、ウェルネットの地域貢
献として近隣地域のお子様も受け
入れております。


