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■ 会社・株式情報

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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■ トップメッセージ 中期経営3か年計画達成に向けての重要な年

※売上高の数値は、第29期も第30期以降と同じ純額表示にした場合の数値を記載しております。■ 財務ハイライト

第32期 ウェルネットレポート
2013年7月1日 » 2014年6月30日

 
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 市場第二部
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。

株 主 メ モ

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

会社概要�  （2014年6月30日現在）

代表取締役社長 宮澤　一洋 常勤監査役 栗山　浩一
取締役 猪飼　俊哉 監査役 赤澤　正通
取締役 滝島　啓介 監査役 埴原　義夫
社外取締役 小澤　幹人

役　員� （2014年9月26日現在）

発行可能株式総数 27,312,000株
発行済株式の総数 10,100,000株
株主数 3,855名
大株主（上位10位）

株式の状況� （2014年6月30日現在）

持株数（株） 持株比率（%）
株式会社日本政策投資銀行 1,150,000 11.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 631,600 6.5
株式会社三井住友銀行 485,100 5.0
東京中小企業投資育成株式会社 306,800 3.2
株式会社北洋銀行 299,200 3.1
柳本　孝志 289,300 3.0
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT 282,300 2.9
CGML PB CLIENT ACCOUNT/C OLLATERAL 280,800 2.9
プレザント バレ－ 265,600 2.7
宮澤　一洋 232,900 2.4
※�当社は、自己株式を372,154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。
※���2014年8月29日に自己株式300,000株の消却を実施し、消却後の発行済株式総数は
9,800,000株、自己株数は72,154株となっております。

※サービス提供時間7�時～22�時、利用上限金額9,999�円

http://www.well-net.jp/
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■総資産 ■純資産

ホームページのご紹介
サービス・製品紹介をはじめ
当社をより知っていただける
情報を掲載しております。｢IR
情報｣では、決算情報をはじめ、
株式事務のご案内など詳しく
ご案内しております。 ウェルネット 検  索

代表取締役社長  宮澤 一洋

　株主の皆様、日頃は弊社企業活動へのご理解、
ご高配を賜りまして誠にありがとうございま
す。お陰様で中期経営3か年計画の1年目を史
上最高益更新をもって終えることができまし
た。また今年2月には東証二部へと市場を変更
いたしました。
　“「カイゼン」と「事業開発」を両輪として新た
なステージに向かう”としたこの1年、当社ビジ
ネスのコアである決済システムにつきまして
は、安定運用とコストパフォーマンス向上の同
時実現に向け、意識改革を含めその途につくこ
とができました。

　もう一つの課題である「事業開発」は常に七転
八倒の世界ですが、バスIT化プロジェクトも遅
ればせながら漸く市場投入することができ、一
定の手ごたえを感じております。今後はこの新
商材を大輪の花とすべく、更なるパワーを注入
して大きく育ててまいります。
　今期は中計の2年目となる重要な仕込みの年
となります。社員一同一丸となって目標に向か
ってまいります。
　株主の皆様におかれましても相変わらずのご
支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

お客様から事業者へ送金申込STEP 1

事業者からWELLNETへ送金情報登録STEP 2

WELLNETから事業者へ現金受取番号を送付STEP 3

事業者からお客様へ現金受取番号とIDを送付STEP 4

お客様が現金受取番号とIDを受け取るSTEP 5

Loppiで引換券を発行STEP 6

レジへ持参し、その場で現金受け取りSTEP 7

現金受け取りまでの流れ

コンビニ業界初！全国のローソン店頭で
「コンビニ現金受取サービス」提供開始
　株式会社ローソンと提携し、“コンビニ現金受取
サービス”を、コンビニ業界で初めて全国のローソ
ン店舗で開始いたしました。店頭のKIOSK端末
“Loppi”に、お客様の現金受取番号とIDを入力し、
発行された引換券を店頭レジへ持参するとその場
で現金を受け取れるサービスです。
　WEBでの口座指定振込ができる“ネットDE�受
取サービス”に加え、“コンビニ現金受取サービス”
が開始することで、郵便振替や銀行振込の手数料
が発生せずに受取方法が多様化するため、事業者
様とお客様の利便性がさらに高まります。

誰にでも簡単にオンラインストアが
作れる『STORES.jp』の決済に

“マルチペイメントサービス” が採用
�株式会社ブラケットが提供する、ウェ
ブサイト制作の知識をお持ちでない方で
も最短2分で簡単にオンラインストアを作
ることができるサービス『STORES.jp(ス
トアーズ・ドット・ジェーピー)』で、2013
年12月25日より“マルチペイメントサー
ビス”が採用されました。

EC市場の拡大により既存契約事業者の取扱が増加したことに加え、新規事業者の開拓を積極的に進めたことから、当事業年度は、売上高
7,600百万円（前事業年度比10.7％増）となりました。また、当社保有債券の受取利息計上および市場変更に伴う費用等により経常利益は
1,488百万円（前事業年度比4.8％増）、特別損失として、電子認証サービスにおけるパッケージ認証に係る資産を減損損失として計上し、当期
純利益は913百万円（前事業年度比20.3％増）となりました。

新日本フィルハーモニーの公演チケットの
決済に“マルチペイメントサービス”、
発券に“電子認証サービス”の提供を開始
　公益財団法人�新日本フィルハーモニー
交響楽団と提携し、2014年6月2日より新日
本フィルハーモニーWEB�サイト上で予約
される公演チケット代金のクレジット、およ
びコンビニでの決済に“マルチペイメントサ
ービス”と、チケット発券に“電子認証サービ
ス”の提供を開始いたしました。

『ニコニコ静画の印刷工房』で、
“マルチペイメントサービス”と
“ネットDE 受取サービス”が利用可能に
　株式会社ドワンゴと、株式会社大英グル
ープの共同企画で実現した『ニコニコ静画
の印刷工房』で、“マルチペイメントサービ
ス”と“ネットDE�受取サービス”が利用可能
になりました。購入者は“マルチペイメント
サービス”を利用してグッズ購入ができ、�投
稿者は“ネットDE�受取サービス”を利用し
てグッズ売上の一部が分配されます。
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証券コード：2428

TOPIC! 注目のトピック

【中期経営3か年計画達成に向けたキーマンにインタビュー】

自分達で会社への貢献方法を考え、
行動を起こすというマインドに変化しつつあります。

　札幌事業所は、国内全域にサービスを提供している当社
の中心拠点であり、システム開発、運用、お客様対応など
を一貫して社内で行っております。
　北海道という雄大な自然に囲まれた環境の中で、ITサ
ービスに携わるという理想的な職場です。
　札幌事業所の中期経営３か年計画最大のテーマは、「コ
ストパフォーマンス向上」と「システム安定運用」、そして
「次世代を担うビジネススキームの確立」です。
　第32期は事業所の改革を行い、収益および仕事の責任
に対する意識づけを念頭に、責任を全うしうる人物を登用
するなどの、人事も行い、与えられた仕事をするという体
質から、自分達で会社の収益に貢献する方法を考え、行動
を起こすというマインドに変化しつつあります。

1コストパフォーマンス向上
　第34期までに年間1億6千万円のコストダウンの目標を掲
げ、実効性のある計画のもとカイゼンを実施しております。
　また各部署・各担当者それぞれに目標設定を行うことに
より、各々は目標に責任を持って取り組みます。
　トップダウン（経営）とボトムアップ（現場）のコストダウ
ンという両面をもって収益に貢献いたします。

2システム安定運用
　データセンターの移転が当初計画より遅延しておりま
すが、2015年4月を目途に完了予定です。
　これにより、機器障害が減少し、より安定的な稼働と運

用を実現いたします。また、障害発生時における対応体制
の改良を継続的に行っており、ハード、ソフトの両面で迅
速な復旧を目指します。

3次世代を担うビジネススキームの確立
　これからの時流にあった新規サービスを形にしていき
ます。コストダウンだけでなく、収益をあげることで事業
の可能性を追求いたします。
　全国から優秀なエンジニアを集め、従来の開発スタイル
からスピードのある開発スタイルへと変革し、サービスイ
メージをミーティングの中である程度形にしてしまう、そ
ういった機動性の高い集団をつくってまいります。

札幌事業所 所長  柿木 友彦

高台にそびえ立つ、自社ビルの札幌事業所

24時間体制のコールセンターではお客様はもちろん、
事業者やコンビニ店員のサポートも対応

請求書の印刷・封入・封緘・局出し作業から収納の情報処理
まで、�一貫したサービスを代行

先進の設備で、コストパフォーマンス向上
とシステム安定運用を実現

ウェルネットキャラクター
『いもッピ！』
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いつでも、どこでもの実現を目指して。
世の中をITで便利に。こんなところでウェルネットのサービスは使われています。

あっ！�こんな
ところでウ

ェルネット

高速バスで
都市間高速バスの予約・
決済・乗車チケット発券・
払い戻しを行っています。

ATMで
大手17行のATMで

お支払いができます。

ネットショッピングで
様々なECサイトでの
決済を行っています。

クレジットカードで
各種クレジットカードでの

お支払いができます。

試験で
各種試験の申込・決済

を行っています。

保険で
保険の申込・決済を

行っています。

コンサートで
各種コンサートの

予約・決済・チケット発券を
行っています。

遊園地で
遊園地入場チケットの
予約・決済・入場認証を

行っています。

飛行機で
飛行機の予約・決済・

払い戻しを行っています。

ペイジー・ネットバンクで
全国の主要な金融機関での

お支払いができます。

「リアルタイム」と「ワンストップ」をキーワードに、ウェルネットのサービスを利用されるお客様には、時間と場所の制
約を受けずに、いつでもどこでも欲しいものが購入でき、必要なサービスを受けることができる「利便性」を、事業者様
には「販売機会の極大化」を可能とする快適な「直売プラットフォーム」をご提供しています。

E-Billing（電子決済）サービス

紙の請求書を使わず、全ての決済をワンス
トップで提供。コンビニ店頭の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、電子マネー決済などをウェルネットと
の接続だけでリアルタイムに実現。国内主
要航空会社、主要高速バス会社、その他大
手通信販売などで利用されている、充分に
実績のあるシステムで、お客様に365日・
24時間の決済サービスを提供可能。

ネットDE 受取（送金）サービス

WEBで振込先口座情報をお客様ご自身が
入力、確認を行ったうえで振込を行うサー
ビス。銀行営業時間内であれば、即時にお
振込み可能に。

コンビニ現金受取（送金）サービス

ローソン店頭のKIOSK端末”Loppi”に、お
客様の現金受取番号とIDを入力し、発行さ
れた引換券を店頭レジへ持参するとその
場で現金を受け取れるサービス。

Billing（コンビニ収納代行）サービス

バーコード付払込票を印刷し、お客様へ郵
送、全国のコンビニ、または郵便局や銀行
で支払うことができる、紙を使用した後払
い決済サービス。

請求書発行代行サービス

請求書の印刷・発送から収納情報の処理ま
で、トータルに請求書発行・収納業務をサ
ポート。

マルチペイメントサービス

携帯電話がチケットに。イベン
トの登録、チケット購入受付か
ら決済、チケット発行、イベン
ト会場での認証まですべてを
ワンストップで提供。

電子チケット・
電子認証サービス

常設施設はもちろんのこと、期
間限定イベントの申し込み受
付・登録、チケット販売・代金
回収・発券、認証のすべてをワ
ンストップで提供するクラウド
サービス。

SUPER SUB

電子認証サービス

PINオンライン販売サービス

コンビニ店頭で発行する、携帯
電話やオンラインゲームのプ
リペイドカード。

プリペイド方式の
ギフトカード販売サービス

コ ン ビ ニ 店 頭 で 販 売 す る、
POSでPINをアクティベートす
るギフトカード。

オンラインビジネスサービス

フェリーで
フェリーの予約・決済・

払い戻しを行っています。

電子マネーで
Suica、iD、楽天Edyでの

お支払いができます。

中期経営3か年計画（2013年7月～2016年6月）進捗状況

※��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。

第30期
2012年6月期

第31期
2013年6月期

第32期
2014年6月期

第33期（予想）
2015年6月期

 営業利益【目標】（百万円）
■ 営業利益【実績】（百万円）
■ 1株当たり配当金（円）
■ 配当性向（％）
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  中期経営計画中の配当方針50％に従い、 
当期純利益9.13億円を株主様へ還元

 ⇒40円 → 47円へ増配
  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 

  ⇒取得：310,300株 / 消却：300,000株
  2014年6月期、営業利益目標達成 
 ⇒目標：1,450百万円 → 実績：1,473百万円
  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」�� 【稼働段階へ】

バリュートランスファープラットフォームの機能拡充 (既存サービスの拡充)
ネットDE 受取サービスに加え、
コンビニ店頭での現金受取サービス開始�� 【送金のワンストップ化実現】

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�� 【稼働段階へ】

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�� 【開発推進中】

中期経営計画中の利益を株主様へ100%還元 【2014年6月期実績報告】

おかげさまで2014年2月28日に、
東京証券取引所市場第二部に
市場変更いたしました

　当社の株式は、2014年2月28日に東京証券取引所JASDAQより市
場第二部へ市場変更いたしました。これもひとえに、株主の皆様、お
取引先の皆様、当社サービスの利用者の皆様をはじめ、関係者の皆様
の温かいご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
　今後も皆様のご期待にお応えできますよう、中期経営3か年計画を
達成すべく、さらなる成長を目指す所存でございますので、引き続き
変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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コンビニで
5万店舗を超える全国のコンビニで

お支払いができます。
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■ 会社・株式情報

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/

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。

WELLNET REPORT Vol.32
2013 JUL. » 2014 JUN.

■ トップメッセージ 中期経営3か年計画達成に向けての重要な年

※売上高の数値は、第29期も第30期以降と同じ純額表示にした場合の数値を記載しております。■ 財務ハイライト

第32期 ウェルネットレポート
2013年7月1日 » 2014年6月30日

 
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 市場第二部
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。

株 主 メ モ

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

会社概要�  （2014年6月30日現在）

代表取締役社長 宮澤　一洋 常勤監査役 栗山　浩一
取締役 猪飼　俊哉 監査役 赤澤　正通
取締役 滝島　啓介 監査役 埴原　義夫
社外取締役 小澤　幹人

役　員� （2014年9月26日現在）

発行可能株式総数 27,312,000株
発行済株式の総数 10,100,000株
株主数 3,855名
大株主（上位10位）

株式の状況� （2014年6月30日現在）

持株数（株） 持株比率（%）
株式会社日本政策投資銀行 1,150,000 11.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 631,600 6.5
株式会社三井住友銀行 485,100 5.0
東京中小企業投資育成株式会社 306,800 3.2
株式会社北洋銀行 299,200 3.1
柳本　孝志 289,300 3.0
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT 282,300 2.9
CGML PB CLIENT ACCOUNT/C OLLATERAL 280,800 2.9
プレザント バレ－ 265,600 2.7
宮澤　一洋 232,900 2.4
※�当社は、自己株式を372,154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。
※���2014年8月29日に自己株式300,000株の消却を実施し、消却後の発行済株式総数は
9,800,000株、自己株数は72,154株となっております。

※サービス提供時間7�時～22�時、利用上限金額9,999�円

http://www.well-net.jp/
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総資産・純資産 （百万円）

■総資産 ■純資産

ホームページのご紹介
サービス・製品紹介をはじめ
当社をより知っていただける
情報を掲載しております。｢IR
情報｣では、決算情報をはじめ、
株式事務のご案内など詳しく
ご案内しております。 ウェルネット 検  索

代表取締役社長  宮澤 一洋

　株主の皆様、日頃は弊社企業活動へのご理解、
ご高配を賜りまして誠にありがとうございま
す。お陰様で中期経営3か年計画の1年目を史
上最高益更新をもって終えることができまし
た。また今年2月には東証二部へと市場を変更
いたしました。
　“「カイゼン」と「事業開発」を両輪として新た
なステージに向かう”としたこの1年、当社ビジ
ネスのコアである決済システムにつきまして
は、安定運用とコストパフォーマンス向上の同
時実現に向け、意識改革を含めその途につくこ
とができました。

　もう一つの課題である「事業開発」は常に七転
八倒の世界ですが、バスIT化プロジェクトも遅
ればせながら漸く市場投入することができ、一
定の手ごたえを感じております。今後はこの新
商材を大輪の花とすべく、更なるパワーを注入
して大きく育ててまいります。
　今期は中計の2年目となる重要な仕込みの年
となります。社員一同一丸となって目標に向か
ってまいります。
　株主の皆様におかれましても相変わらずのご
支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

お客様から事業者へ送金申込STEP 1

事業者からWELLNETへ送金情報登録STEP 2

WELLNETから事業者へ現金受取番号を送付STEP 3

事業者からお客様へ現金受取番号とIDを送付STEP 4

お客様が現金受取番号とIDを受け取るSTEP 5

Loppiで引換券を発行STEP 6

レジへ持参し、その場で現金受け取りSTEP 7

現金受け取りまでの流れ

コンビニ業界初！全国のローソン店頭で
「コンビニ現金受取サービス」提供開始
　株式会社ローソンと提携し、“コンビニ現金受取
サービス”を、コンビニ業界で初めて全国のローソ
ン店舗で開始いたしました。店頭のKIOSK端末
“Loppi”に、お客様の現金受取番号とIDを入力し、
発行された引換券を店頭レジへ持参するとその場
で現金を受け取れるサービスです。
　WEBでの口座指定振込ができる“ネットDE�受
取サービス”に加え、“コンビニ現金受取サービス”
が開始することで、郵便振替や銀行振込の手数料
が発生せずに受取方法が多様化するため、事業者
様とお客様の利便性がさらに高まります。

誰にでも簡単にオンラインストアが
作れる『STORES.jp』の決済に

“マルチペイメントサービス” が採用
�株式会社ブラケットが提供する、ウェ

ブサイト制作の知識をお持ちでない方で
も最短2分で簡単にオンラインストアを作
ることができるサービス『STORES.jp(ス
トアーズ・ドット・ジェーピー)』で、2013
年12月25日より“マルチペイメントサー
ビス”が採用されました。

EC市場の拡大により既存契約事業者の取扱が増加したことに加え、新規事業者の開拓を積極的に進めたことから、当事業年度は、売上高
7,600百万円（前事業年度比10.7％増）となりました。また、当社保有債券の受取利息計上および市場変更に伴う費用等により経常利益は
1,488百万円（前事業年度比4.8％増）、特別損失として、電子認証サービスにおけるパッケージ認証に係る資産を減損損失として計上し、当期
純利益は913百万円（前事業年度比20.3％増）となりました。

新日本フィルハーモニーの公演チケットの
決済に“マルチペイメントサービス”、
発券に“電子認証サービス”の提供を開始
　公益財団法人�新日本フィルハーモニー
交響楽団と提携し、2014年6月2日より新日
本フィルハーモニーWEB�サイト上で予約
される公演チケット代金のクレジット、およ
びコンビニでの決済に“マルチペイメントサ
ービス”と、チケット発券に“電子認証サービ
ス”の提供を開始いたしました。

『ニコニコ静画の印刷工房』で、
“マルチペイメントサービス”と
“ネットDE 受取サービス”が利用可能に
　株式会社ドワンゴと、株式会社大英グル
ープの共同企画で実現した『ニコニコ静画
の印刷工房』で、“マルチペイメントサービ
ス”と“ネットDE�受取サービス”が利用可能
になりました。購入者は“マルチペイメント
サービス”を利用してグッズ購入ができ、�投
稿者は“ネットDE�受取サービス”を利用し
てグッズ売上の一部が分配されます。
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証券コード：2428

TOPIC! 注目のトピック

【中期経営3か年計画達成に向けたキーマンにインタビュー】

自分達で会社への貢献方法を考え、
行動を起こすというマインドに変化しつつあります。

　札幌事業所は、国内全域にサービスを提供している当社
の中心拠点であり、システム開発、運用、お客様対応など
を一貫して社内で行っております。
　北海道という雄大な自然に囲まれた環境の中で、ITサ
ービスに携わるという理想的な職場です。
　札幌事業所の中期経営３か年計画最大のテーマは、「コ
ストパフォーマンス向上」と「システム安定運用」、そして
「次世代を担うビジネススキームの確立」です。
　第32期は事業所の改革を行い、収益および仕事の責任
に対する意識づけを念頭に、責任を全うしうる人物を登用
するなどの、人事も行い、与えられた仕事をするという体
質から、自分達で会社の収益に貢献する方法を考え、行動
を起こすというマインドに変化しつつあります。

1コストパフォーマンス向上
　第34期までに年間1億6千万円のコストダウンの目標を掲
げ、実効性のある計画のもとカイゼンを実施しております。
　また各部署・各担当者それぞれに目標設定を行うことに
より、各々は目標に責任を持って取り組みます。
　トップダウン（経営）とボトムアップ（現場）のコストダウ
ンという両面をもって収益に貢献いたします。

2システム安定運用
　データセンターの移転が当初計画より遅延しておりま
すが、2015年4月を目途に完了予定です。
　これにより、機器障害が減少し、より安定的な稼働と運

用を実現いたします。また、障害発生時における対応体制
の改良を継続的に行っており、ハード、ソフトの両面で迅
速な復旧を目指します。

3次世代を担うビジネススキームの確立
　これからの時流にあった新規サービスを形にしていき
ます。コストダウンだけでなく、収益をあげることで事業
の可能性を追求いたします。
　全国から優秀なエンジニアを集め、従来の開発スタイル
からスピードのある開発スタイルへと変革し、サービスイ
メージをミーティングの中である程度形にしてしまう、そ
ういった機動性の高い集団をつくってまいります。

札幌事業所 所長  柿木 友彦

高台にそびえ立つ、自社ビルの札幌事業所

24時間体制のコールセンターではお客様はもちろん、
事業者やコンビニ店員のサポートも対応

請求書の印刷・封入・封緘・局出し作業から収納の情報処理
まで、�一貫したサービスを代行

先進の設備で、コストパフォーマンス向上
とシステム安定運用を実現

ウェルネットキャラクター
『いもッピ！』
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いつでも、どこでもの実現を目指して。
世の中をITで便利に。こんなところでウェルネットのサービスは使われています。

あっ！�こんな
ところでウ

ェルネット

高速バスで
都市間高速バスの予約・
決済・乗車チケット発券・
払い戻しを行っています。

ATMで
大手17行のATMで

お支払いができます。

ネットショッピングで
様々なECサイトでの
決済を行っています。

クレジットカードで
各種クレジットカードでの

お支払いができます。

試験で
各種試験の申込・決済

を行っています。

保険で
保険の申込・決済を

行っています。

コンサートで
各種コンサートの

予約・決済・チケット発券を
行っています。

遊園地で
遊園地入場チケットの
予約・決済・入場認証を

行っています。

飛行機で
飛行機の予約・決済・

払い戻しを行っています。

ペイジー・ネットバンクで
全国の主要な金融機関での

お支払いができます。

「リアルタイム」と「ワンストップ」をキーワードに、ウェルネットのサービスを利用されるお客様には、時間と場所の制
約を受けずに、いつでもどこでも欲しいものが購入でき、必要なサービスを受けることができる「利便性」を、事業者様
には「販売機会の極大化」を可能とする快適な「直売プラットフォーム」をご提供しています。

E-Billing（電子決済）サービス

紙の請求書を使わず、全ての決済をワンス
トップで提供。コンビニ店頭の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、電子マネー決済などをウェルネットと
の接続だけでリアルタイムに実現。国内主
要航空会社、主要高速バス会社、その他大
手通信販売などで利用されている、充分に
実績のあるシステムで、お客様に365日・
24時間の決済サービスを提供可能。

ネットDE 受取（送金）サービス

WEBで振込先口座情報をお客様ご自身が
入力、確認を行ったうえで振込を行うサー
ビス。銀行営業時間内であれば、即時にお
振込み可能に。

コンビニ現金受取（送金）サービス

ローソン店頭のKIOSK端末”Loppi”に、お
客様の現金受取番号とIDを入力し、発行さ
れた引換券を店頭レジへ持参するとその
場で現金を受け取れるサービス。

Billing（コンビニ収納代行）サービス

バーコード付払込票を印刷し、お客様へ郵
送、全国のコンビニ、または郵便局や銀行
で支払うことができる、紙を使用した後払
い決済サービス。

請求書発行代行サービス

請求書の印刷・発送から収納情報の処理ま
で、トータルに請求書発行・収納業務をサ
ポート。

マルチペイメントサービス

携帯電話がチケットに。イベン
トの登録、チケット購入受付か
ら決済、チケット発行、イベン
ト会場での認証まですべてを
ワンストップで提供。

電子チケット・
電子認証サービス

常設施設はもちろんのこと、期
間限定イベントの申し込み受
付・登録、チケット販売・代金
回収・発券、認証のすべてをワ
ンストップで提供するクラウド
サービス。

SUPER SUB

電子認証サービス

PINオンライン販売サービス

コンビニ店頭で発行する、携帯
電話やオンラインゲームのプ
リペイドカード。

プリペイド方式の
ギフトカード販売サービス

コ ン ビ ニ 店 頭 で 販 売 す る、
POSでPINをアクティベートす
るギフトカード。

オンラインビジネスサービス

フェリーで
フェリーの予約・決済・

払い戻しを行っています。

電子マネーで
Suica、iD、楽天Edyでの

お支払いができます。

中期経営3か年計画（2013年7月～2016年6月）進捗状況

※��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。

第30期
2012年6月期

第31期
2013年6月期

第32期
2014年6月期

第33期（予想）
2015年6月期

 営業利益【目標】（百万円）
■ 営業利益【実績】（百万円）
■ 1株当たり配当金（円）
■ 配当性向（％）

1,393 1,450
1,5501,473

1,198

27

33

50 50

20
25

47 48

  中期経営計画中の配当方針50％に従い、 
当期純利益9.13億円を株主様へ還元

 ⇒40円 → 47円へ増配
  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 

  ⇒取得：310,300株 / 消却：300,000株
  2014年6月期、営業利益目標達成 
 ⇒目標：1,450百万円 → 実績：1,473百万円
  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」�� 【稼働段階へ】

バリュートランスファープラットフォームの機能拡充 (既存サービスの拡充)
ネットDE 受取サービスに加え、
コンビニ店頭での現金受取サービス開始�� 【送金のワンストップ化実現】

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�� 【稼働段階へ】

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�� 【開発推進中】

中期経営計画中の利益を株主様へ100%還元 【2014年6月期実績報告】

おかげさまで2014年2月28日に、
東京証券取引所市場第二部に
市場変更いたしました

　当社の株式は、2014年2月28日に東京証券取引所JASDAQより市
場第二部へ市場変更いたしました。これもひとえに、株主の皆様、お
取引先の皆様、当社サービスの利用者の皆様をはじめ、関係者の皆様
の温かいご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
　今後も皆様のご期待にお応えできますよう、中期経営3か年計画を
達成すべく、さらなる成長を目指す所存でございますので、引き続き
変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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コンビニで
5万店舗を超える全国のコンビニで

お支払いができます。

010_7010501302609.indd   4-6 2014/09/10   16:06:05



いつでも、どこでもの実現を目指して。
世の中をITで便利に。こんなところでウェルネットのサービスは使われています。

あっ！�こんな
ところでウ

ェルネット

高速バスで
都市間高速バスの予約・
決済・乗車チケット発券・
払い戻しを行っています。

ATMで
大手17行のATMで

お支払いができます。

ネットショッピングで
様々なECサイトでの
決済を行っています。

クレジットカードで
各種クレジットカードでの

お支払いができます。

試験で
各種試験の申込・決済

を行っています。

保険で
保険の申込・決済を

行っています。

コンサートで
各種コンサートの

予約・決済・チケット発券を
行っています。

遊園地で
遊園地入場チケットの
予約・決済・入場認証を

行っています。

飛行機で
飛行機の予約・決済・

払い戻しを行っています。

ペイジー・ネットバンクで
全国の主要な金融機関での

お支払いができます。

「リアルタイム」と「ワンストップ」をキーワードに、ウェルネットのサービスを利用されるお客様には、時間と場所の制
約を受けずに、いつでもどこでも欲しいものが購入でき、必要なサービスを受けることができる「利便性」を、事業者様
には「販売機会の極大化」を可能とする快適な「直売プラットフォーム」をご提供しています。

E-Billing（電子決済）サービス

紙の請求書を使わず、全ての決済をワンス
トップで提供。コンビニ店頭の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、電子マネー決済などをウェルネットと
の接続だけでリアルタイムに実現。国内主
要航空会社、主要高速バス会社、その他大
手通信販売などで利用されている、充分に
実績のあるシステムで、お客様に365日・
24時間の決済サービスを提供可能。

ネットDE 受取（送金）サービス

WEBで振込先口座情報をお客様ご自身が
入力、確認を行ったうえで振込を行うサー
ビス。銀行営業時間内であれば、即時にお
振込み可能に。

コンビニ現金受取（送金）サービス

ローソン店頭のKIOSK端末”Loppi”に、お
客様の現金受取番号とIDを入力し、発行さ
れた引換券を店頭レジへ持参するとその
場で現金を受け取れるサービス。

Billing（コンビニ収納代行）サービス

バーコード付払込票を印刷し、お客様へ郵
送、全国のコンビニ、または郵便局や銀行
で支払うことができる、紙を使用した後払
い決済サービス。

請求書発行代行サービス

請求書の印刷・発送から収納情報の処理ま
で、トータルに請求書発行・収納業務をサ
ポート。

マルチペイメントサービス

携帯電話がチケットに。イベン
トの登録、チケット購入受付か
ら決済、チケット発行、イベン
ト会場での認証まですべてを
ワンストップで提供。

電子チケット・
電子認証サービス

常設施設はもちろんのこと、期
間限定イベントの申し込み受
付・登録、チケット販売・代金
回収・発券、認証のすべてをワ
ンストップで提供するクラウド
サービス。

SUPER SUB

電子認証サービス

PINオンライン販売サービス

コンビニ店頭で発行する、携帯
電話やオンラインゲームのプ
リペイドカード。

プリペイド方式の
ギフトカード販売サービス

コ ン ビ ニ 店 頭 で 販 売 す る、
POSでPINをアクティベートす
るギフトカード。

オンラインビジネスサービス

フェリーで
フェリーの予約・決済・

払い戻しを行っています。

電子マネーで
Suica、iD、楽天Edyでの

お支払いができます。

中期経営3か年計画（2013年7月～2016年6月）進捗状況

※��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。

第30期
2012年6月期

第31期
2013年6月期

第32期
2014年6月期

第33期（予想）
2015年6月期

 営業利益【目標】（百万円）
■ 営業利益【実績】（百万円）
■ 1株当たり配当金（円）
■ 配当性向（％）

1,393 1,450
1,5501,473

1,198

27

33

50 50
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25

47 48

  中期経営計画中の配当方針50％に従い、 
当期純利益9.13億円を株主様へ還元

 ⇒40円 → 47円へ増配
  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 

  ⇒取得：310,300株 / 消却：300,000株
  2014年6月期、営業利益目標達成 
 ⇒目標：1,450百万円 → 実績：1,473百万円
  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」�� 【稼働段階へ】

バリュートランスファープラットフォームの機能拡充 (既存サービスの拡充)
ネットDE 受取サービスに加え、
コンビニ店頭での現金受取サービス開始�� 【送金のワンストップ化実現】

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�� 【稼働段階へ】

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�� 【開発推進中】

中期経営計画中の利益を株主様へ100%還元 【2014年6月期実績報告】

おかげさまで2014年2月28日に、
東京証券取引所市場第二部に
市場変更いたしました

　当社の株式は、2014年2月28日に東京証券取引所JASDAQより市
場第二部へ市場変更いたしました。これもひとえに、株主の皆様、お
取引先の皆様、当社サービスの利用者の皆様をはじめ、関係者の皆様
の温かいご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
　今後も皆様のご期待にお応えできますよう、中期経営3か年計画を
達成すべく、さらなる成長を目指す所存でございますので、引き続き
変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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■ 会社・株式情報

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/

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。

WELLNET REPORT Vol.32
2013 JUL. » 2014 JUN.

■ トップメッセージ 中期経営3か年計画達成に向けての重要な年

※売上高の数値は、第29期も第30期以降と同じ純額表示にした場合の数値を記載しております。■ 財務ハイライト

第32期 ウェルネットレポート
2013年7月1日 » 2014年6月30日

 
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 市場第二部
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。

株 主 メ モ

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

会社概要�  （2014年6月30日現在）

代表取締役社長 宮澤　一洋 常勤監査役 栗山　浩一
取締役 猪飼　俊哉 監査役 赤澤　正通
取締役 滝島　啓介 監査役 埴原　義夫
社外取締役 小澤　幹人

役　員� （2014年9月26日現在）

発行可能株式総数 27,312,000株
発行済株式の総数 10,100,000株
株主数 3,855名
大株主（上位10位）

株式の状況� （2014年6月30日現在）

持株数（株） 持株比率（%）
株式会社日本政策投資銀行 1,150,000 11.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 631,600 6.5
株式会社三井住友銀行 485,100 5.0
東京中小企業投資育成株式会社 306,800 3.2
株式会社北洋銀行 299,200 3.1
柳本　孝志 289,300 3.0
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT 282,300 2.9
CGML PB CLIENT ACCOUNT/C OLLATERAL 280,800 2.9
プレザント バレ－ 265,600 2.7
宮澤　一洋 232,900 2.4
※�当社は、自己株式を372,154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。
※���2014年8月29日に自己株式300,000株の消却を実施し、消却後の発行済株式総数は
9,800,000株、自己株数は72,154株となっております。

※サービス提供時間7�時～22�時、利用上限金額9,999�円

http://www.well-net.jp/

5,343
6,254

第29期
2011年6月期

第30期
2012年6月期

第31期
2013年6月期

第32期
2014年6月期

6,866
7,600

売上高 （百万円）
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総資産・純資産 （百万円）

■総資産 ■純資産

ホームページのご紹介
サービス・製品紹介をはじめ
当社をより知っていただける
情報を掲載しております。｢IR
情報｣では、決算情報をはじめ、
株式事務のご案内など詳しく
ご案内しております。 ウェルネット 検  索

代表取締役社長  宮澤 一洋

　株主の皆様、日頃は弊社企業活動へのご理解、
ご高配を賜りまして誠にありがとうございま
す。お陰様で中期経営3か年計画の1年目を史
上最高益更新をもって終えることができまし
た。また今年2月には東証二部へと市場を変更
いたしました。
　“「カイゼン」と「事業開発」を両輪として新た
なステージに向かう”としたこの1年、当社ビジ
ネスのコアである決済システムにつきまして
は、安定運用とコストパフォーマンス向上の同
時実現に向け、意識改革を含めその途につくこ
とができました。

　もう一つの課題である「事業開発」は常に七転
八倒の世界ですが、バスIT化プロジェクトも遅
ればせながら漸く市場投入することができ、一
定の手ごたえを感じております。今後はこの新
商材を大輪の花とすべく、更なるパワーを注入
して大きく育ててまいります。
　今期は中計の2年目となる重要な仕込みの年
となります。社員一同一丸となって目標に向か
ってまいります。
　株主の皆様におかれましても相変わらずのご
支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

お客様から事業者へ送金申込STEP 1

事業者からWELLNETへ送金情報登録STEP 2

WELLNETから事業者へ現金受取番号を送付STEP 3

事業者からお客様へ現金受取番号とIDを送付STEP 4

お客様が現金受取番号とIDを受け取るSTEP 5

Loppiで引換券を発行STEP 6

レジへ持参し、その場で現金受け取りSTEP 7

現金受け取りまでの流れ

コンビニ業界初！全国のローソン店頭で
「コンビニ現金受取サービス」提供開始
　株式会社ローソンと提携し、“コンビニ現金受取
サービス”を、コンビニ業界で初めて全国のローソ
ン店舗で開始いたしました。店頭のKIOSK端末
“Loppi”に、お客様の現金受取番号とIDを入力し、
発行された引換券を店頭レジへ持参するとその場
で現金を受け取れるサービスです。
　WEBでの口座指定振込ができる“ネットDE�受
取サービス”に加え、“コンビニ現金受取サービス”
が開始することで、郵便振替や銀行振込の手数料
が発生せずに受取方法が多様化するため、事業者
様とお客様の利便性がさらに高まります。

誰にでも簡単にオンラインストアが
作れる『STORES.jp』の決済に

“マルチペイメントサービス” が採用
�株式会社ブラケットが提供する、ウェ

ブサイト制作の知識をお持ちでない方で
も最短2分で簡単にオンラインストアを作
ることができるサービス『STORES.jp(ス
トアーズ・ドット・ジェーピー)』で、2013
年12月25日より“マルチペイメントサー
ビス”が採用されました。

EC市場の拡大により既存契約事業者の取扱が増加したことに加え、新規事業者の開拓を積極的に進めたことから、当事業年度は、売上高
7,600百万円（前事業年度比10.7％増）となりました。また、当社保有債券の受取利息計上および市場変更に伴う費用等により経常利益は
1,488百万円（前事業年度比4.8％増）、特別損失として、電子認証サービスにおけるパッケージ認証に係る資産を減損損失として計上し、当期
純利益は913百万円（前事業年度比20.3％増）となりました。

新日本フィルハーモニーの公演チケットの
決済に“マルチペイメントサービス”、
発券に“電子認証サービス”の提供を開始
　公益財団法人�新日本フィルハーモニー
交響楽団と提携し、2014年6月2日より新日
本フィルハーモニーWEB�サイト上で予約
される公演チケット代金のクレジット、およ
びコンビニでの決済に“マルチペイメントサ
ービス”と、チケット発券に“電子認証サービ
ス”の提供を開始いたしました。

『ニコニコ静画の印刷工房』で、
“マルチペイメントサービス”と
“ネットDE 受取サービス”が利用可能に
　株式会社ドワンゴと、株式会社大英グル
ープの共同企画で実現した『ニコニコ静画
の印刷工房』で、“マルチペイメントサービ
ス”と“ネットDE�受取サービス”が利用可能
になりました。購入者は“マルチペイメント
サービス”を利用してグッズ購入ができ、�投
稿者は“ネットDE�受取サービス”を利用し
てグッズ売上の一部が分配されます。
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S
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TOPIC! 注目のトピック

【中期経営3か年計画達成に向けたキーマンにインタビュー】

自分達で会社への貢献方法を考え、
行動を起こすというマインドに変化しつつあります。

　札幌事業所は、国内全域にサービスを提供している当社
の中心拠点であり、システム開発、運用、お客様対応など
を一貫して社内で行っております。
　北海道という雄大な自然に囲まれた環境の中で、ITサ
ービスに携わるという理想的な職場です。
　札幌事業所の中期経営３か年計画最大のテーマは、「コ
ストパフォーマンス向上」と「システム安定運用」、そして
「次世代を担うビジネススキームの確立」です。
　第32期は事業所の改革を行い、収益および仕事の責任
に対する意識づけを念頭に、責任を全うしうる人物を登用
するなどの、人事も行い、与えられた仕事をするという体
質から、自分達で会社の収益に貢献する方法を考え、行動
を起こすというマインドに変化しつつあります。

1コストパフォーマンス向上
　第34期までに年間1億6千万円のコストダウンの目標を掲
げ、実効性のある計画のもとカイゼンを実施しております。
　また各部署・各担当者それぞれに目標設定を行うことに
より、各々は目標に責任を持って取り組みます。
　トップダウン（経営）とボトムアップ（現場）のコストダウ
ンという両面をもって収益に貢献いたします。

2システム安定運用
　データセンターの移転が当初計画より遅延しておりま
すが、2015年4月を目途に完了予定です。
　これにより、機器障害が減少し、より安定的な稼働と運

用を実現いたします。また、障害発生時における対応体制
の改良を継続的に行っており、ハード、ソフトの両面で迅
速な復旧を目指します。

3次世代を担うビジネススキームの確立
　これからの時流にあった新規サービスを形にしていき
ます。コストダウンだけでなく、収益をあげることで事業
の可能性を追求いたします。
　全国から優秀なエンジニアを集め、従来の開発スタイル
からスピードのある開発スタイルへと変革し、サービスイ
メージをミーティングの中である程度形にしてしまう、そ
ういった機動性の高い集団をつくってまいります。

札幌事業所 所長  柿木 友彦

高台にそびえ立つ、自社ビルの札幌事業所

24時間体制のコールセンターではお客様はもちろん、
事業者やコンビニ店員のサポートも対応

請求書の印刷・封入・封緘・局出し作業から収納の情報処理
まで、�一貫したサービスを代行

先進の設備で、コストパフォーマンス向上
とシステム安定運用を実現

ウェルネットキャラクター
『いもッピ！』
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