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代表取締役社長

柳本 孝志

ことなく、経営資源を最大限に有効活用し、社会が

求める新たな価値を提供し続け、安定的かつ持続的

な企業価値の向上に努めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご

理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2008年9月

　株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び

申し上げます。さて、ここに第26期（2007年7月

1日〜2008年6月30日）ビジネスレポートをお届

けするとともに、日頃のご支援に心から御礼申し上

げます。

　当事業年度におきましては、決済関連サービス及

びPINオンライン販売サービスが引き続き好調に推

移し、売上高が増加しました。一方、ケータイチ

ケットサービスにおいて、前事業年度に集中的な研

究開発投資を終え、費用が予定どおり減少し、全体

では増収増益で過去最高益となりました。

　配当金につきましては、将来の事業展開と経営体

質の強化のために必要な内部留保を充実させつつ、

業績動向や経営環境等を総合的に勘案して、株主様

への利益還元を実施していくことを基本方針として

おり、この方針に基づき、当期は1株当たり800円

といたしました。

　決済関連市場は拡大基調を続けつつ、決済の多様

化や決済サービス提供企業間の競争激化など刻々と

変化しております。

　当社はこれまでもコンビニ収納代行サービスを皮

切りに、マルチペイメントサービスやケータイチケッ

トサービスなど新たなビジネスを提案し続けてまい

りましたが、今後もこの基本的なスタンスを変える

株主の皆様へ 財務ハイライト
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（注1）第23期に株式1株を10株に、第25期に株式1株を2株に分割しております。
（注2）EBITDAは、営業利益に減価償却費を加算した数値として算出しております。
（注3）EBITDA利益率は、売上高に対するEBITDAの比率です。

期 別

科 目
第22期

（2004年6月期）
第23期

（2005年6月期）
第24期

（2006年6月期）
第25期

（2007年6月期）
第26期

（2008年6月期）

売上高 （百万円） 1,542 1,746 9,788 20,145 24,312
営業利益 （百万円） 214 309 388 311 565
経常利益 （百万円） 226 296 402 327 587
当期純利益 （百万円） 139 185 249 120 311
純資産 （百万円） 924 1,662 1,991 2,115 2,452
総資産 （百万円） 3,592 4,720 7,155 7,722 10,983
１株当たり当期純利益（注1） （円） 57,176.59 5,519.84 7,170.34 1,606.90 4,075.14
１株当たり純資産額（注1） （円） 372,301.63 48,415.42 53,587.49 27,984.79 31,821.23
EBITDA（注2） （百万円） 301 396 499 441 701
EBITDA利益率（注3） （％） 19.6 22.7 5.1 2.2 2.9



3 4

今後の事業展開についてTOPICS

2008年5月　　 Jリーグの全試合対象観戦記録システムの開発・運用に参画。ICカード、
QRコードなどを利用した入場認証及びCRM機能の提供を行います。具
体的な形で事業成長に貢献できる電子チケットモデルがいよいよ実現い
たします。

Jリーグ全試合対象観戦記録システム参画

2008年5月　　 環境省主催イベント「Re−Style LIVE VOL.5 withチーム・マイナス
6％」にケータイチケットサービスが採用されました。チケットレスで
環境にやさしいサービスをウェルネットは提供します。

環境省主催イベントにケータイチケット採用

2007年11月　 三井住友銀行と資本及び戦略的業務提携を締結。豊富な顧客基盤・営業
力、金融における高度なノウハウの提供を受けるとともに、新サービス
の共同開発を行うことで合意。新サービスの提供に向けて準備を進めて
おります。

三井住友銀行との戦略的業務提携

2008年3月　　 リアル決済（紙の請求書）と電子決済（ペーパーレス）を統合的に提供
できるモデルを開発し保険会社大手アフラックに提供。リアル決済⇒電
子決済双方をシームレスに使える初めてのモデルです。

電子決済
（ペーパーレス）

リアル決済
（紙の請求書）

リアル・電子決済融合モデルをリリース

中期経営計画達成に向け取組み
を強化
　2006年8月に当社は既存事業の

基盤強化・拡大及び新規事業（新た

なビジネスモデル／スキーム）の創

出・育成を柱とした中期経営計画

（2007年6月期〜2009年6月期）

を策定し、将来に向けた新たな成長

軌道を掲げました。この中期経営計

画に基づき、2年目にあたる当事業年度においても、当社は着実にアクションプランを実行いたしました

が、中期経営計画最終年度にあたる2009年6月期につきましても、計画達成に向け取組みを強化してま

いります。

既存事業の強化・拡大
　決済関連サービスにおきましては、引き続き、新規契約事業者の獲得に取組みます。とりわけ大型のト

ランザクションが見込める代表的なEコマース事業者の獲得を積極的に推進します。また、決済インフラ

充実の一環としてクレジットカードのCafis接続を行います。決済関連サービスの周辺には、事業者や消

費者の潜在的なニーズが強いものの、まだまだ顕在化されていない市場が広がっていると認識しておりま

す。当社はこれら決済関連サービスに付随する“周辺”サービスの開発・提供により、ワンストップサービ

スの更なる高付加価値化を目指します。

　PINオンライン販売サービスにつきましては取扱コンテンツの充実や販売チャネルの増大に取組み、収

益の拡大を図ります。

2008年8月　　 楽天オークション、GoogleAdWordsにマルチペイメントサービスを
提供。国内の主要ポータルのほとんどが、当社のマルチペイメントサー
ビスを導入。

大手ポータルへの決済サービス提供 既存事業の基盤強化・拡大

決済関連サービス

新規事業の創出と育成 目指す方向

スポーツ イベント 交通
バリュー・ 
トランスファー・
プラットホーム

お金、チケット、ポ
イントなど様々なバ
リュー（価値）の快
適な瞬間取引を実現
するワンストップ型
のネットワークイン
フラ網

ケータイチケットサービス

決済周辺サービスの拡大
PINオンライン販売
サービス
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ケータイチケットサービス
　ケータイチケットサービス

につきましては、引き続きサー

ビスの認知度向上に努めると

ともに、Jリーグモデルを中心

に営業展開を図り、持続的な

成長を実現します。

　Jリーグモデルにおいては、会員DB、票券管理、ポイント管理、入場データの電子化など、事業者が求めるあ

らゆる機能のワンストップ提供を目指しております。事業者の直接販売機会の拡大、コストメリット、DBの有

効活用などによる「収益拡大」と消費者の「利便性向上」を同時に満たすプラットホームの提供により、事業者、

消費者双方にとって、付加価値の高いサービスの提供が実現できると考えております。

　当社は潜在成長力の高いこの市場において、ケータイチケットのデファクトスタンダードを目指しており、実

現に向け、営業展開を強化してまいります。また決済関連サービスとのシームレスな融合により、当社のワンス

トッププラットホームの更なる高付加価値化を目指してまいります。

安心・安全なサービス提供への取組み
　当社はサービスシステムを自社構築し、365日24時間有人のシステム監視による自社運用を行っております

が、その安定稼動実績及び耐障害性について、各関係先から高い評価を頂いております。当社の競争優位性の源

泉とも言えるこの技術力について、引き続きサービスレベルを維持向上させるべく、ネットワーク環境とセキュ

リティレベルの強化及びサーバー増強を間断なく実践してまいります。また、必要な人的資源を外部リソースも

含めて強化してまいります。

事業紹介

従来の紙の請求書や払込票を使わずに、電子請求を使ったペーパーレス＆リアルタイム
な決済です。国内主要航空会社や高速バス各社、大手通販会社などeコマースのさまざま
なシーンで、コンビニ決済、銀行ATM決済、ネットバンク決済などをワンストップで提
供しております。

マルチペイメント充実のインフラ網
コンビニ

ATM・ネットバンキング・電子マネー

ファミポートロッピー

タッチパネル付
POSレジ

インターネット決済

ネットバンキング

ネットバンキング（直接接続）

電子マネー

都銀・地銀・ゆうちょ銀行・信金・
信組・労金・農協・漁協において
1,300以上の金融機関と提携

ATM

決済関連サービス
マルチペイメントサービス（Eビリング）

「バーコード付払込取扱票」を使い、コンビニ
や郵便局を支払い窓口とする現金決済サービ
スです。1997年のサービス開始以降、数多
くの事業者様にご利用いただき、高い信頼性
で評価を頂いております。

コンビニ収納代行サービス（ビリング） バーコード付払込取扱票

リーダー・ライター（QIT）

コンビニ店舗に設置されているPOSレジとウェルネットサーバー間をリアルタイムに通
信させることにより、プリペイドカードをオンラインで販売するサービスです。携帯電話
プリペイドカード、国際電話プリペイドカード、電子マネーなどに利用されております。
従来のスクラッチカード形式のプリペイドカードと比べ物流が不要となり、取扱う種類の
増加・変更が容易となるばかりでなく、欠品の心配がないなど、多くのメリットが得られ
ます。

PINオンライン販売サービス

いつも持ち歩いている携帯電話から、“いつでも・どこでも”チケットを購入すること
ができるシステムです。航空搭乗券発行用二次元コード発行サービス、空港バス

（95bus.com）などで採用されており、今後更に各種イベントなどでの利用が期待さ
れております。
マルチペイメントサービスとの組み合わせで、「予約→決済→認証」のワンストップ
サービスをご提供できます。

ケータイチケットサービス

ケータイチケット　プラットホーム

情報
発信 販売 認証発券決済

販売促進／利便性向上
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営業活動の成果

　当事業年度におけるわが国の経済は、上期において企業の堅
調な輸出や生産に支えられ、ゆるやかな景気回復基調であった
ものの、米国のサブプライムローン問題に端を発する米国経済
の減速や株式市場の変動、原油をはじめとした原材料の高騰など、
先行き不透明な状況となりました。
　一方、当社主要事業領域であるBtoC・EC市場は、消費者の
購買活動の重要なインフラとして多種多様な商品・サービスの
流入が進み、拡大基調を続けております。とりわけ携帯電話を
利用するモバイルコマース市場は、携帯電話の広範な普及とと
もに様々なコンテンツやサービスが登場し、また利用シーンが
決済、チケット等多岐に広がり、成長を続け、EC市場の拡大に
寄与しております。
　このような情勢のもと当社は、中期経営計画の2年目にあたる
当事業年度においても、アクションプランの着実な実行に取組
んでまいりました。既存事業である決済関連サービス及びPINオ
ンライン販売サービスにおいては、引き続き、新規契約事業者
の獲得及び安心・安全なサービス提供への取組みにより事業基
盤の強化・拡大を推進しました。新規事業であるケータイチケッ
トサービスにおいては、前事業年度の積極的な研究開発投資に
より構築したサービスインフラを基盤に持続的な事業成長に向
けた環境整備に取組んでまいりました。
　また、営業力の強化ならびに新サービスの開発力強化を図り、
2007年11月に国内大手金融機関と戦略的業務提携を行い、決
済関連市場の多様化に向けた取組みを行っております。
　以上の結果、当事業年度の売上高は24,312百万円（前期比
20.7％増）となりました。一方、費用面においては前事業年度
に集中的な研究開発を終えて研究開発費が予定どおりに減少し、
営業利益は565百万円（前期比81.4％増）、経常利益は587百
万円（前期比79.6％増）、当期純利益は311百万円（前期比
158.2％増）となり、増収増益となりました。
　当事業年度のサービス別の概況は以下のとおりとなっており
ます。
①決済関連サービス
　決済関連サービスにつきましては、既存契約事業者向けを中
心に堅調に推移し、ビリング及びEビリング合計で決済取扱高が
年間1,978億円（前期比21.9％増）となりました。特にEコ
マース関連向けにおいてEC市場拡大及びサービスの浸透に伴い

取扱高が伸びました。また、新規契約事業者獲得を積極的に推
進した結果、電力・保険などの業種においても決済手段の多様
化への対応から、当社決済サービスを採用する企業が増え、新
規契約事業者向け取扱高も順調に増加しました。以上の結果、
売上高は好調に推移し前期比増加となりました。
②PINオンライン販売サービス
　PINオンライン販売サービスにつきましては、オンラインゲー
ムで利用する電子マネー向けなどが好調に推移し、売上高が順
調に増加しました。
③ケータイチケットサービス
　ケータイチケットサービスにつきましては、新たなビジネス
モデルの核として、引き続き事業環境の整備に取組みました。
環境省主催のイベントほか各種イベントで採用されるなどサー
ビス認知度向上に取組み、また将来的な事業基盤獲得に向け営
業展開を図りました。結果、Jリーグの全試合対象観戦記録シス
テムへの参画を果たすなど、着実に進展しております。

（単位：千円）貸借対照表

財務諸表

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切捨てています。
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期 別

科 目
当 期

（2008年6月30日現在）
前 期

（2007年6月30日現在）

資産の部
流動資産

現金及び預金 8,499,951 5,105,579
売掛金 1,178,193 1,147,019
商品 2,682 42,717
仕掛品 294 1,233
貯蔵品 937 947
前払費用 15,029 13,986
繰延税金資産 4,845 9,790
その他 24,258 27,060
流動資産合計 9,726,192 6,348,334

固定資産
（1）有形固定資産

建物 163,332 170,274
構築物 3,805 4,609
車輌運搬具 328 481
工具、器具及び備品 245,302 258,578
土地 136,266 136,266
有形固定資産合計 549,035 570,211

（2）無形固定資産
商標権 589 457
ソフトウェア 109,322 137,368
電話加入権 1,678 1,678
無形固定資産合計 111,591 139,505

（3）投資その他の資産
投資有価証券 200,000 200,000
長期前払費用 1,985 2,725
長期定期預金 300,000 300,000
差入保証金 17,044 17,044
繰延税金資産 68,233 134,986
その他 9,191 9,329
投資その他の資産合計 596,455 664,086
固定資産合計 1,257,082 1,373,802

資産合計 10,983,275 7,722,137

期 別

科 目
当 期

（2008年6月30日現在）
前 期

（2007年6月30日現在）

負債の部
流動負債

買掛金 1,810,864 1,792,131

未払金 86,311 81,797

未払役員賞与 10,000 —

未払費用 8,722 12,722

未払法人税等 55,000 153,000

未払消費税等 13,228 —

預り金 17,101 15,308

収納代行預り金 6,513,907 3,532,557

その他 1,552 1,711

流動負債合計 8,516,687 5,589,229
固定負債

退職給付引当金 10,872 14,322

その他 2,934 2,934

固定負債合計 13,807 17,257
負債合計 8,530,494 5,606,486

純資産の部
株主資本
資本金 649,232 636,282
資本剰余金

資本準備金 625,146 612,196

資本剰余金合計 625,146 612,196
利益剰余金
（1）利益準備金 22,010 22,010

（2）その他利益剰余金
特別償却準備金 — 667

別途積立金 840,000 480,000

繰越利益剰余金 316,391 364,493

利益剰余金合計 1,178,401 867,171
株主資本合計 2,452,780 2,115,650

純資産合計 2,452,780 2,115,650
負債純資産合計 10,983,275 7,722,137
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（単位：千円）キャッシュ・フロー 計算書

株主資本等変動計算書 （自 2007年7月1日　至 2008年6月30日） （単位：千円）

（単位：千円）損益計算書

（注）記載金額は千円未満を切捨てています。

（注）記載金額は千円未満を切捨てています。 （注）記載金額は千円未満を切捨てています。

株式情報・会社概要

2002年4月に個人情報保護水準（JIS Q 15001）をクリアし、
（財）日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの認定を取得いたしました。

期 別

科 目

当 期
自2007年7月 １ 日（至2008年6月30日）

前 期
自2006年7月 １ 日（至2007年6月30日）

売上高 24,312,541 20,145,758
売上原価 23,123,015 19,074,898
　売上総利益 1,189,525 1,070,859
販売費及び一般管理費 623,879 758,990
　営業利益 565,646 311,869
営業外収益 25,837 21,740
営業外費用 3,485 6,138
経常利益 587,998 327,471
　特別損失 52,989 113,880
税引前当期純利益 535,009 213,591
　法人税、住民税及び事業税 152,080 196,281
　過年度法人税等 — 20,662
　法人税等調整額 71,698 △ 123,871
当期純利益 311,230 120,519

期 別

科 目

当 期
自2007年7月 １ 日（至2008年6月30日）

前 期
自2006年7月 １ 日（至2007年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,466,712 307,989

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 97,675 △ 499,913

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,334 1,598

現金及び現金同等物の増加額 3,394,372 △ 190,325

現金及び現金同等物の期首残高 5,095,579 5,285,905

現金及び現金同等物の期末残高 8,489,951 5,095,579

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2007年6月30日 残高 636,282 612,196 612,196 22,010 667 480,000 364,493 867,171 2,115,650 2,115,650

事業年度中の変動額

新株の発行 12,950 12,950 12,950 25,900 25,900

特別償却準備金の取崩 △ 667 667 － － －

別途積立金の積立 360,000 △ 360,000 － － －

当期純利益 311,230 311,230 311,230 311,230

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） －

事業年度中の変動額合計 12,950 12,950 12,950 － △ 667 360,000 △ 48,101 311,230 337,130 337,130

2008年6月30日 残高 649,232 625,146 625,146 22,010 － 840,000 316,391 1,178,401 2,452,780 2,452,780

会社概要（2008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

■代　表　者 代表取締役社長　柳本　孝志

■資　本　金 ６億4,923万円

■従 業 員 数 52名

■所　在　地 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目１番15号

■事 業 内 容 代金決済、電子請求、電子決済
携帯電話による認証ソリューションの開発・提供
オンライン発行のデジタルコンテンツ用PINの販売

■取 引 銀 行 三井住友銀行、みずほ銀行、北洋銀行、北海道銀行

■役　　　員 代表取締役社長 柳本　孝志

取 締 役 萬　　範幸

取 締 役 宮澤　一洋

常 勤 監 査 役 志賀　八良

監 査 役 上野　昌邦

監 査 役 小島　敬一

株式の状況（2008年6月30日現在）

発行可能株式総数……………………………………………  273,120株

発行済株式の総数……………………………………………  77,080株

株主数 …………………………………………………………  2,514名

大株主（上位10名）

株　　　　主　　　　名
当社への出資状況

持株数（株）出資比率（%）

（株）一髙たかはし 35,950 46.63

日本マスタートラスト信託銀行（株） 5,709 7.40

（株）三井住友銀行 3,830 4.96

（株）北洋銀行 2,700 3.50

柳本　孝志 2,000 2.59

（株）北海道銀行 1,800 2.33

日本生命保険相互会社 1,800 2.33

萬　　範幸 1,600 2.07

宮澤　一洋 1,600 2.07

東京中小企業投資育成（株） 1,600 2.07


