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会社概要 （2015年7月1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 70名　
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

〒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/

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

株式の状況 （2015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 9,800,000株
株主数 2,800名

大株主（上位10位）  

株式会社日本政策投資銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
株式会社三井住友銀行
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
東京中小企業投資育成株式会社
株式会社北洋銀行
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL
宮澤　一洋
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北海道内４校の国立高等専門学校、公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金とともに、ウェルネットが拠出する
１億円を活用して道内高専生を対象とする新たな奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」を創設しました。

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 1 億円

選考方法 学生からの申請に基づき高専教員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・決定します。

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、必要額を支援します。
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します。
※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。

★

★

★

旭川工業
高等専門学校苫小牧工業

高等専門学校

函館工業
高等専門学校

釧路工業
高等専門学校

ふるさと・北海道に恩返しをするべく、北海道経済活性化に貢献

道新みらい君・ウェルネット奨学金
の創設につきまして

ウェルネット＋道内４高専＋北海道新聞社会福祉振興基金 「１億円奨学金」スタート

若者の力で北海道を元気に！

★

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2015年7月1日現在）

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
栗山　浩一

取締役
猪飼　俊哉

監査役
赤澤　正通取締役 監査役

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 東京証券取引所市場 第一部

証券コード 2428

株式の売買単位 100株

（ご注意）

※ 当社は、自己株式を247,654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。

ウェルネット株式会社

ウェルネット株式会社

会社・株式情報

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

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。

勤務地、 札幌。
職種、 エンジニア。
転勤、 下請け仕事、 一切なし。

職種 システム開発エンジニア
資格 経験年数・学歴不問、

リーダー・マネージャー経験歓迎
・システム開発の経験のある方
・ベンチャースピリットを持った方
・自ら考え、行動できる前向きな方
・PL・PMや開発のエキスパートを目指す方

BNP PARIBAS SEC SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/ABERDEEN GLOBAL CLIENT ASSETS

Main Topics

東証一部へ指定替え
されました ！ 

バスIT化ソリューション「バスもり！®」
高速バスチケットをいつでも購入できるアプリ ！
あなたの行きたい場所に
便利に速く行けるバスを案内し
探索した経路画面から
高速バスチケットが直接購入できます（日本初！） 

　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、更なる
業容の拡大と企業価値の向上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。

●アプリの検索機能は全て無料
●バス停・目的地までの徒歩ルートを表示
●検索結果から高速バス乗車券の
　購入ができます

バスルート検索スマートフォンアプリ

●始発バス停発車後も乗車券販売が可能
●QR認証で「ピッ！」と乗車
●モバイルデータ通信による
　リアルタイム在庫管理を実現
●紙から電子座席表に
　（紙の座席表が不要）

座席予約のリアルタイム管理システム

バスもり！MONTA（車載端末）

バスもり！ナビ

WELLNET News Digest ウェルネットニュースダイジェスト

ヤフー株式会社と連携し、2015年
6月3日より、オークションサイト「ヤ
フオク ! 」での商品落札代金の支払
手段である「マルチペイメントサー
ビス」が「Yahoo ! かんたん決済」
の決済方法のひとつとして、全国の
コンビニで支払ができるようになり
ました。

京浜急行バス株式会社と連携し
2015年3月23日より、コンビニに
おける京急リムジンバス、京急高速
バスチケットの予約・支払・発券
サービスを開始しました。従来、京
急リムジンバス、京急高速バスチ
ケットは、京浜急行バスの予約サイ
ト、電話予約にてお申し込みいただ
いていましたが、本サービス導入に
より、パソコンや電話がなくてもコ
ンビニのKIOSK端末で予約・支払・
チケット発券が行えるようになり、
利便性が飛躍的に向上しました。

九州商船株式会社の2015年6月1日
乗船分より、「マルチペイメントサー
ビス」「ネットDE 受取サービス」「コン
ビニ現金受取サービス」の提供を開
始しました。これにより、離島などでも
支払が可能になり、お客様の予約購
入から乗船までが簡略化されました。

「ヤフオク！」でコンビニ支払
が利用可能に！

京浜急行バスの予約・支払・
発券がコンビニで可能に！

九州商船で当社サービスが利
用可能に！

地域貢献へ
の取り組み

正社員募集 ※試用期間あり／3～6ヶ月

検  索ウェルネット

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

「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。

ホームページのご紹介



　今期は、中期経営３か年計画の最終年です。営業利益目標を20億円（対当期比22%増）と高く設定しております。
今期は「バスもり！ナビ」「バスもり！ MONTA」を本格的に普及させていくとともに、Billing事業において、E-Billingへの統合モデルを投入し
てまいります。既存事業の新規顧客開拓を積極的に進めるとともにこれらの施策の実行により、目標達成を目指してまいります。 
　また、データセンターの移転完了による安定稼働に加え、今期はコストパフォーマンスについても「生産性５％アップ」と具体的な目標値の達
成を目指してまいります。 
　以上の取り組みにより、今期の売上高は9,600百万円（前期比8.0％増）、営業利益は2,000百万円（同22.1％増）、経常利益は1,920百万円

（同26.3％増）、当期純利益は1,260百万円（34.3％増）と最高益更新を目指します。

　当社開発のバスＩＴ化ソリューション「バスも
り！ナビ」（バスルート検索スマートフォンアプ
リ）、「バスもり！MONTA」（座席予約のリアル
タイム管理システム）が、京王電鉄バス株式会
社、アルピコ交通株式会社によって共同運行さ
れている中央高速バス「新宿－松本線」に2014
年12月19日から導入されました。
　今後は全国のバス会社と協働し、日本各地
のバス利用客の増加と「バスもり！ナビ」「バス
もり！MONTA」の充実・普及に努めてまいり
ます。

「バスもり®」続 ！々
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ごあいさつ
　株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
　おかげさまで、当社は、2014年12月に東京証券取引所市場第二部から、同市場第一部に指定替えされ
ました。また、第33期（2014年7月1日～ 2015年6月30日）も史上最高益更新をもって終えることができました。
　今期は、中期経営3か年計画の最終年度となりますので、この結果に慢心することなく、社員一丸となっ
て目標達成に向けて努力してまいる所存です。

代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー

　当期は、2013年8月に発表した「中期経営３か年計画（2013年7月～2016年6月）」の2年目であり、重要
な1年であるとの認識のもと、諸施策を推進・実行してまいりました。いわゆるホップ・ステップ・ジャンプの「ス
テップ」に当たり、行うべきことに集中して取り組みました。
　この結果、当期の業績は目標を達成することができ、売上高8,888百万円（前期比16.9％増）、営業利益
1,637百万円（同11.1％増）、経常利益1,520百万円（同2.1％増）、当期純利益は938百万円（同2.7％増）と
増収増益となりました。
　当期の取り組みとしては、中期経営３か年計画の中核である、次世代を担う「ビジネススキームの確立」と

「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）」に引き続き取り組みました。「ビジネ
ススキームの確立」については、バスIT化プロジェクト「バスもり！ナビ」（バスルート検索スマートフォンアプ
リ）、「バスもり！ MONTA」（座席予約のリアルタイム管理システム）が2014年12月に、「新宿－松本線」で
導入されました。
　また、「カイゼン」については、運用コストの低減を目的に、サービス、事業ごとのコスト構成を洗い直した結
果、コスト構造がようやく可視化されてきました。標準化、汎用化を進めるとともに、運用の自動化を推進して
まいります。また、データセンターの移転が2015年7月に完了し、安定運用に寄与しております。

営業利益  目標20億円（2016年6月期）財務ハイライト
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中期経営3か年計画 ウェルネットサービス一覧
マルチペイメントサービス
ペーパーレス電子決済を含む決済すべてを
ワンストップで提供。クレジット、コンビニ、
銀 行ATM、ネットバンク、電 子 マネーなど
ウェルネット1社との接続で実現します。

バスIT化ソリューション
地図上で行きたい場所にへ便利に行けるバ
ス路線を表示、チケットを買うことができる
サービス「バスもり！ナビ」と、 タブレット端
末で座席管理をリアルタイムに行う 「バス
もり！MONTA」があります。

コンビニ現金受取サービス
お近くのローソンで受け取れる！　便利な
コンビニ現金受取サービスです。

ネットDE受取サービス
キャッシュバックや返金等、多数の方への資
金送金の効率化を可能にします。これまで
の銀行振込と比べ、お客様への送金時間が
圧倒的に早くなる送金サービスです。 

コンビニ収納代行サービス
コンペイ君
払込票を印刷、お客様に郵送、現金で郵便
局とほとんどすべてのコンビニで支払うこと
ができる、後払いの通販代金回収など向け
サービスです。

請求書発行代行サービス
ところ君
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
ポートいたします。

電子チケット 電子認証サービス
携帯電話がチケットに。究極のいつでもどこ
でもを実現するソリューションです。

SUPER SUB
イベント申し込み受付、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
ウドサービスです。

各種申込サービス
オンライン申込～決済～チケットお渡しまで
をトータルにサポートします。

おみせdeツーハン
コンビニの店舗の端末を利用した通販サー
ビス。近くのお店で24時間、注文から支払、商
品の受取までをワンストップで提供します。

当期（第33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
今期（第34期）の業績予想と取り組みについてお聞かせください。Q2

使用方法

　当社は、中期経営計画中の利益を100％還元することを発表しています。まず、配当性向を50％とし、株主様の皆様へ安定的で高い配当利回
りを目指します。また、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にあて、目標連動型ストックオプション用に充当するもの以外
の株式を消却いたします。
　以上の方針のもと、当期末の1株当たり配当金は、前期に比べ3円増配の50円とさせていただきました。今期末は是非目標達成し、16円増配の
66円配当を実現したいと思います。 
　株主の皆様には、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

A3
株主の皆様へのメッセージをお願いいたします。Q3

松本、奈良市内でラッピングバス運行中 ！

竹山　恵（たけやま　めぐみ） 

　　管理部　経理チーム

　私は、札幌事業所から東京の管理部に転勤してま
いりました。当社は、決済業務を担う会社として、自
社内でもスピードの速い会計処理が求められるの
で、経理チームとしては、会計システムの自動化・
標準化のための提案が重要な業務となっています。
　当社は、社長との距離が近く、社員の意見をどん

どん取り入れてくれます。提案したからには実行し
ていかなければならないので、私はそれがやりが
いとなっています。 また、極力残業をしないことが
推奨されているので、仕事とプライベートを両立さ
せることができるところも私は良い点だと思ってい
ます。

　当社には、挑戦できるフィールドがあり、望めばど
んどん挑戦させてくれます。私は以前、営業事務と
して働いていましたが、それまでとは違う営業員と
いうフィールドで活躍したいと思い上司に相談した
ことが、現在の私につながっています。
　営業部の所属人員は10名で、女性は私一人で

す。私は、結婚をして子供もいるのですが、残業や出
張に関しては事前に上司に相談して、時間をずらし
てもらうなどのフォローをしていただいています。
子育てと仕事を両立していかなければならない私
にとって、当社は安心して働いていけるので非常に
感謝しています。

札幌事業所と連携し、経理の自動化を推進しています。

遠藤　綾子（えんどう　あやこ） 

　　営業部

自分の思いがあれば、それを受け入れてくれる社風があります。

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.1

TVCM放映しました （長野県内） 

大盛り！激盛り！バスもり！編 乗務員編

アルピコ交通バス 奈良交通バス

バスタイムまるみえ編

「バスもり ! ナビ」の
無料ダウンロードはこちら !
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高速バスは、スマホで買える

会社概要 （2015年7月1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 70名　
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

〒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/

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

株式の状況 （2015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 9,800,000株
株主数 2,800名

大株主（上位10位）  

株式会社日本政策投資銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
株式会社三井住友銀行
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
東京中小企業投資育成株式会社
株式会社北洋銀行
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL
宮澤　一洋

1,150,000
630,200
485,100
423,600
312,900
306,800
299,200
279,900
233,600

214,900

11.7
6.4
5.0
4.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.4

2.2

北海道内４校の国立高等専門学校、公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金とともに、ウェルネットが拠出する
１億円を活用して道内高専生を対象とする新たな奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」を創設しました。

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 1 億円

選考方法 学生からの申請に基づき高専教員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・決定します。

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、必要額を支援します。
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します。
※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。

★

★

★

旭川工業
高等専門学校苫小牧工業

高等専門学校

函館工業
高等専門学校

釧路工業
高等専門学校

ふるさと・北海道に恩返しをするべく、北海道経済活性化に貢献

道新みらい君・ウェルネット奨学金
の創設につきまして

ウェルネット＋道内４高専＋北海道新聞社会福祉振興基金 「１億円奨学金」スタート

若者の力で北海道を元気に！

★

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2015年7月1日現在）

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
栗山　浩一

取締役
猪飼　俊哉

監査役
赤澤　正通取締役 監査役

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 東京証券取引所市場 第一部

証券コード 2428

株式の売買単位 100株

（ご注意）

※ 当社は、自己株式を247,654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。

ウェルネット株式会社

ウェルネット株式会社

会社・株式情報

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

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。

勤務地、 札幌。
職種、 エンジニア。
転勤、 下請け仕事、 一切なし。

職種 システム開発エンジニア
資格 経験年数・学歴不問、

リーダー・マネージャー経験歓迎
・システム開発の経験のある方
・ベンチャースピリットを持った方
・自ら考え、行動できる前向きな方
・PL・PMや開発のエキスパートを目指す方

BNP PARIBAS SEC SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/ABERDEEN GLOBAL CLIENT ASSETS

Main Topics

東証一部へ指定替え
されました ！ 

バスIT化ソリューション「バスもり！®」
高速バスチケットをいつでも購入できるアプリ ！
あなたの行きたい場所に
便利に速く行けるバスを案内し
探索した経路画面から
高速バスチケットが直接購入できます（日本初！） 

　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、更なる
業容の拡大と企業価値の向上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。

●アプリの検索機能は全て無料
●バス停・目的地までの徒歩ルートを表示
●検索結果から高速バス乗車券の
　購入ができます

バスルート検索スマートフォンアプリ

●始発バス停発車後も乗車券販売が可能
●QR認証で「ピッ！」と乗車
●モバイルデータ通信による
　リアルタイム在庫管理を実現
●紙から電子座席表に
　（紙の座席表が不要）

座席予約のリアルタイム管理システム

バスもり！MONTA（車載端末）

バスもり！ナビ

WELLNET News Digest ウェルネットニュースダイジェスト

ヤフー株式会社と連携し、2015年
6月3日より、オークションサイト「ヤ
フオク ! 」での商品落札代金の支払
手段である「マルチペイメントサー
ビス」が「Yahoo ! かんたん決済」
の決済方法のひとつとして、全国の
コンビニで支払ができるようになり
ました。

京浜急行バス株式会社と連携し
2015年3月23日より、コンビニに
おける京急リムジンバス、京急高速
バスチケットの予約・支払・発券
サービスを開始しました。従来、京
急リムジンバス、京急高速バスチ
ケットは、京浜急行バスの予約サイ
ト、電話予約にてお申し込みいただ
いていましたが、本サービス導入に
より、パソコンや電話がなくてもコ
ンビニのKIOSK端末で予約・支払・
チケット発券が行えるようになり、
利便性が飛躍的に向上しました。

九州商船株式会社の2015年6月1日
乗船分より、「マルチペイメントサー
ビス」「ネットDE 受取サービス」「コン
ビニ現金受取サービス」の提供を開
始しました。これにより、離島などでも
支払が可能になり、お客様の予約購
入から乗船までが簡略化されました。

「ヤフオク！」でコンビニ支払
が利用可能に！

京浜急行バスの予約・支払・
発券がコンビニで可能に！

九州商船で当社サービスが利
用可能に！

地域貢献へ
の取り組み

正社員募集 ※試用期間あり／3～6ヶ月

検  索ウェルネット

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

「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。

ホームページのご紹介



　今期は、中期経営３か年計画の最終年です。営業利益目標を20億円（対当期比22%増）と高く設定しております。
今期は「バスもり！ナビ」「バスもり！ MONTA」を本格的に普及させていくとともに、Billing事業において、E-Billingへの統合モデルを投入し
てまいります。既存事業の新規顧客開拓を積極的に進めるとともにこれらの施策の実行により、目標達成を目指してまいります。 
　また、データセンターの移転完了による安定稼働に加え、今期はコストパフォーマンスについても「生産性５％アップ」と具体的な目標値の達
成を目指してまいります。 
　以上の取り組みにより、今期の売上高は9,600百万円（前期比8.0％増）、営業利益は2,000百万円（同22.1％増）、経常利益は1,920百万円

（同26.3％増）、当期純利益は1,260百万円（34.3％増）と最高益更新を目指します。

　当社開発のバスＩＴ化ソリューション「バスも
り！ナビ」（バスルート検索スマートフォンアプ
リ）、「バスもり！MONTA」（座席予約のリアル
タイム管理システム）が、京王電鉄バス株式会
社、アルピコ交通株式会社によって共同運行さ
れている中央高速バス「新宿－松本線」に2014
年12月19日から導入されました。
　今後は全国のバス会社と協働し、日本各地
のバス利用客の増加と「バスもり！ナビ」「バス
もり！MONTA」の充実・普及に努めてまいり
ます。

「バスもり®」続 ！々
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ごあいさつ
　株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
　おかげさまで、当社は、2014年12月に東京証券取引所市場第二部から、同市場第一部に指定替えされ
ました。また、第33期（2014年7月1日～ 2015年6月30日）も史上最高益更新をもって終えることができました。
　今期は、中期経営3か年計画の最終年度となりますので、この結果に慢心することなく、社員一丸となっ
て目標達成に向けて努力してまいる所存です。

代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー

　当期は、2013年8月に発表した「中期経営３か年計画（2013年7月～2016年6月）」の2年目であり、重要
な1年であるとの認識のもと、諸施策を推進・実行してまいりました。いわゆるホップ・ステップ・ジャンプの「ス
テップ」に当たり、行うべきことに集中して取り組みました。
　この結果、当期の業績は目標を達成することができ、売上高8,888百万円（前期比16.9％増）、営業利益
1,637百万円（同11.1％増）、経常利益1,520百万円（同2.1％増）、当期純利益は938百万円（同2.7％増）と
増収増益となりました。
　当期の取り組みとしては、中期経営３か年計画の中核である、次世代を担う「ビジネススキームの確立」と

「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）」に引き続き取り組みました。「ビジネ
ススキームの確立」については、バスIT化プロジェクト「バスもり！ナビ」（バスルート検索スマートフォンアプ
リ）、「バスもり！ MONTA」（座席予約のリアルタイム管理システム）が2014年12月に、「新宿－松本線」で
導入されました。
　また、「カイゼン」については、運用コストの低減を目的に、サービス、事業ごとのコスト構成を洗い直した結
果、コスト構造がようやく可視化されてきました。標準化、汎用化を進めるとともに、運用の自動化を推進して
まいります。また、データセンターの移転が2015年7月に完了し、安定運用に寄与しております。

営業利益  目標20億円（2016年6月期）財務ハイライト
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中期経営3か年計画 ウェルネットサービス一覧
マルチペイメントサービス
ペーパーレス電子決済を含む決済すべてを
ワンストップで提供。クレジット、コンビニ、
銀 行ATM、ネットバンク、電 子 マネーなど
ウェルネット1社との接続で実現します。

バスIT化ソリューション
地図上で行きたい場所にへ便利に行けるバ
ス路線を表示、チケットを買うことができる
サービス「バスもり！ナビ」と、 タブレット端
末で座席管理をリアルタイムに行う 「バス
もり！MONTA」があります。

コンビニ現金受取サービス
お近くのローソンで受け取れる！　便利な
コンビニ現金受取サービスです。

ネットDE受取サービス
キャッシュバックや返金等、多数の方への資
金送金の効率化を可能にします。これまで
の銀行振込と比べ、お客様への送金時間が
圧倒的に早くなる送金サービスです。 

コンビニ収納代行サービス
コンペイ君
払込票を印刷、お客様に郵送、現金で郵便
局とほとんどすべてのコンビニで支払うこと
ができる、後払いの通販代金回収など向け
サービスです。

請求書発行代行サービス
ところ君
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
ポートいたします。

電子チケット 電子認証サービス
携帯電話がチケットに。究極のいつでもどこ
でもを実現するソリューションです。

SUPER SUB
イベント申し込み受付、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
ウドサービスです。

各種申込サービス
オンライン申込～決済～チケットお渡しまで
をトータルにサポートします。

おみせdeツーハン
コンビニの店舗の端末を利用した通販サー
ビス。近くのお店で24時間、注文から支払、商
品の受取までをワンストップで提供します。

当期（第33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
今期（第34期）の業績予想と取り組みについてお聞かせください。Q2

使用方法

　当社は、中期経営計画中の利益を100％還元することを発表しています。まず、配当性向を50％とし、株主様の皆様へ安定的で高い配当利回
りを目指します。また、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にあて、目標連動型ストックオプション用に充当するもの以外
の株式を消却いたします。
　以上の方針のもと、当期末の1株当たり配当金は、前期に比べ3円増配の50円とさせていただきました。今期末は是非目標達成し、16円増配の
66円配当を実現したいと思います。 
　株主の皆様には、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

A3
株主の皆様へのメッセージをお願いいたします。Q3

松本、奈良市内でラッピングバス運行中 ！

竹山　恵（たけやま　めぐみ） 

　　管理部　経理チーム

　私は、札幌事業所から東京の管理部に転勤してま
いりました。当社は、決済業務を担う会社として、自
社内でもスピードの速い会計処理が求められるの
で、経理チームとしては、会計システムの自動化・
標準化のための提案が重要な業務となっています。
　当社は、社長との距離が近く、社員の意見をどん

どん取り入れてくれます。提案したからには実行し
ていかなければならないので、私はそれがやりが
いとなっています。 また、極力残業をしないことが
推奨されているので、仕事とプライベートを両立さ
せることができるところも私は良い点だと思ってい
ます。

　当社には、挑戦できるフィールドがあり、望めばど
んどん挑戦させてくれます。私は以前、営業事務と
して働いていましたが、それまでとは違う営業員と
いうフィールドで活躍したいと思い上司に相談した
ことが、現在の私につながっています。
　営業部の所属人員は10名で、女性は私一人で

す。私は、結婚をして子供もいるのですが、残業や出
張に関しては事前に上司に相談して、時間をずらし
てもらうなどのフォローをしていただいています。
子育てと仕事を両立していかなければならない私
にとって、当社は安心して働いていけるので非常に
感謝しています。

札幌事業所と連携し、経理の自動化を推進しています。

遠藤　綾子（えんどう　あやこ） 

　　営業部

自分の思いがあれば、それを受け入れてくれる社風があります。

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.1

TVCM放映しました （長野県内） 

大盛り！激盛り！バスもり！編 乗務員編

アルピコ交通バス 奈良交通バス

バスタイムまるみえ編

「バスもり ! ナビ」の
無料ダウンロードはこちら !



　今期は、中期経営３か年計画の最終年です。営業利益目標を20億円（対当期比22%増）と高く設定しております。
今期は「バスもり！ナビ」「バスもり！ MONTA」を本格的に普及させていくとともに、Billing事業において、E-Billingへの統合モデルを投入し
てまいります。既存事業の新規顧客開拓を積極的に進めるとともにこれらの施策の実行により、目標達成を目指してまいります。 
　また、データセンターの移転完了による安定稼働に加え、今期はコストパフォーマンスについても「生産性５％アップ」と具体的な目標値の達
成を目指してまいります。 
　以上の取り組みにより、今期の売上高は9,600百万円（前期比8.0％増）、営業利益は2,000百万円（同22.1％増）、経常利益は1,920百万円

（同26.3％増）、当期純利益は1,260百万円（34.3％増）と最高益更新を目指します。

　当社開発のバスＩＴ化ソリューション「バスも
り！ナビ」（バスルート検索スマートフォンアプ
リ）、「バスもり！MONTA」（座席予約のリアル
タイム管理システム）が、京王電鉄バス株式会
社、アルピコ交通株式会社によって共同運行さ
れている中央高速バス「新宿－松本線」に2014
年12月19日から導入されました。
　今後は全国のバス会社と協働し、日本各地
のバス利用客の増加と「バスもり！ナビ」「バス
もり！MONTA」の充実・普及に努めてまいり
ます。
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ごあいさつ
　株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
　おかげさまで、当社は、2014年12月に東京証券取引所市場第二部から、同市場第一部に指定替えされ
ました。また、第33期（2014年7月1日～ 2015年6月30日）も史上最高益更新をもって終えることができました。
　今期は、中期経営3か年計画の最終年度となりますので、この結果に慢心することなく、社員一丸となっ
て目標達成に向けて努力してまいる所存です。

代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー

　当期は、2013年8月に発表した「中期経営３か年計画（2013年7月～2016年6月）」の2年目であり、重要
な1年であるとの認識のもと、諸施策を推進・実行してまいりました。いわゆるホップ・ステップ・ジャンプの「ス
テップ」に当たり、行うべきことに集中して取り組みました。
　この結果、当期の業績は目標を達成することができ、売上高8,888百万円（前期比16.9％増）、営業利益
1,637百万円（同11.1％増）、経常利益1,520百万円（同2.1％増）、当期純利益は938百万円（同2.7％増）と
増収増益となりました。
　当期の取り組みとしては、中期経営３か年計画の中核である、次世代を担う「ビジネススキームの確立」と

「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）」に引き続き取り組みました。「ビジネ
ススキームの確立」については、バスIT化プロジェクト「バスもり！ナビ」（バスルート検索スマートフォンアプ
リ）、「バスもり！ MONTA」（座席予約のリアルタイム管理システム）が2014年12月に、「新宿－松本線」で
導入されました。
　また、「カイゼン」については、運用コストの低減を目的に、サービス、事業ごとのコスト構成を洗い直した結
果、コスト構造がようやく可視化されてきました。標準化、汎用化を進めるとともに、運用の自動化を推進して
まいります。また、データセンターの移転が2015年7月に完了し、安定運用に寄与しております。

営業利益  目標20億円（2016年6月期）財務ハイライト
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中期経営3か年計画 ウェルネットサービス一覧
マルチペイメントサービス
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ワンストップで提供。クレジット、コンビニ、
銀 行ATM、ネットバンク、電 子 マネーなど
ウェルネット1社との接続で実現します。
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地図上で行きたい場所にへ便利に行けるバ
ス路線を表示、チケットを買うことができる
サービス「バスもり！ナビ」と、 タブレット端
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もり！MONTA」があります。
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イベント申し込み受付、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
ウドサービスです。

各種申込サービス
オンライン申込～決済～チケットお渡しまで
をトータルにサポートします。

おみせdeツーハン
コンビニの店舗の端末を利用した通販サー
ビス。近くのお店で24時間、注文から支払、商
品の受取までをワンストップで提供します。

当期（第33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
今期（第34期）の業績予想と取り組みについてお聞かせください。Q2

使用方法

　当社は、中期経営計画中の利益を100％還元することを発表しています。まず、配当性向を50％とし、株主様の皆様へ安定的で高い配当利回
りを目指します。また、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にあて、目標連動型ストックオプション用に充当するもの以外
の株式を消却いたします。
　以上の方針のもと、当期末の1株当たり配当金は、前期に比べ3円増配の50円とさせていただきました。今期末は是非目標達成し、16円増配の
66円配当を実現したいと思います。 
　株主の皆様には、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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株主の皆様へのメッセージをお願いいたします。Q3

松本、奈良市内でラッピングバス運行中 ！

竹山　恵（たけやま　めぐみ） 

　　管理部　経理チーム

　私は、札幌事業所から東京の管理部に転勤してま
いりました。当社は、決済業務を担う会社として、自
社内でもスピードの速い会計処理が求められるの
で、経理チームとしては、会計システムの自動化・
標準化のための提案が重要な業務となっています。
　当社は、社長との距離が近く、社員の意見をどん

どん取り入れてくれます。提案したからには実行し
ていかなければならないので、私はそれがやりが
いとなっています。 また、極力残業をしないことが
推奨されているので、仕事とプライベートを両立さ
せることができるところも私は良い点だと思ってい
ます。

　当社には、挑戦できるフィールドがあり、望めばど
んどん挑戦させてくれます。私は以前、営業事務と
して働いていましたが、それまでとは違う営業員と
いうフィールドで活躍したいと思い上司に相談した
ことが、現在の私につながっています。
　営業部の所属人員は10名で、女性は私一人で

す。私は、結婚をして子供もいるのですが、残業や出
張に関しては事前に上司に相談して、時間をずらし
てもらうなどのフォローをしていただいています。
子育てと仕事を両立していかなければならない私
にとって、当社は安心して働いていけるので非常に
感謝しています。

札幌事業所と連携し、経理の自動化を推進しています。
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会社概要 （2015年7月1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 70名　
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

〒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/

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

株式の状況 （2015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 9,800,000株
株主数 2,800名

大株主（上位10位）  

株式会社日本政策投資銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
株式会社三井住友銀行
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
東京中小企業投資育成株式会社
株式会社北洋銀行
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL
宮澤　一洋

1,150,000
630,200
485,100
423,600
312,900
306,800
299,200
279,900
233,600

214,900

11.7
6.4
5.0
4.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.4

2.2

北海道内４校の国立高等専門学校、公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金とともに、ウェルネットが拠出する
１億円を活用して道内高専生を対象とする新たな奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」を創設しました。

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 1 億円

選考方法 学生からの申請に基づき高専教員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・決定します。

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、必要額を支援します。
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します。
※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。

★

★

★

旭川工業
高等専門学校苫小牧工業

高等専門学校

函館工業
高等専門学校

釧路工業
高等専門学校

ふるさと・北海道に恩返しをするべく、北海道経済活性化に貢献

道新みらい君・ウェルネット奨学金
の創設につきまして

ウェルネット＋道内４高専＋北海道新聞社会福祉振興基金 「１億円奨学金」スタート

若者の力で北海道を元気に！

★

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2015年7月1日現在）

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
栗山　浩一

取締役
猪飼　俊哉

監査役
赤澤　正通取締役 監査役

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 東京証券取引所市場 第一部

証券コード 2428

株式の売買単位 100株

（ご注意）

※ 当社は、自己株式を247,654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。

ウェルネット株式会社

ウェルネット株式会社

会社・株式情報

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

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。

勤務地、 札幌。
職種、 エンジニア。
転勤、 下請け仕事、 一切なし。

職種 システム開発エンジニア
資格 経験年数・学歴不問、

リーダー・マネージャー経験歓迎
・システム開発の経験のある方
・ベンチャースピリットを持った方
・自ら考え、行動できる前向きな方
・PL・PMや開発のエキスパートを目指す方

BNP PARIBAS SEC SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/ABERDEEN GLOBAL CLIENT ASSETS

Main Topics

東証一部へ指定替え
されました ！ 

バスIT化ソリューション「バスもり！®」
高速バスチケットをいつでも購入できるアプリ ！
あなたの行きたい場所に
便利に速く行けるバスを案内し
探索した経路画面から
高速バスチケットが直接購入できます（日本初！） 

　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、更なる
業容の拡大と企業価値の向上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。

●アプリの検索機能は全て無料
●バス停・目的地までの徒歩ルートを表示
●検索結果から高速バス乗車券の
　購入ができます

バスルート検索スマートフォンアプリ

●始発バス停発車後も乗車券販売が可能
●QR認証で「ピッ！」と乗車
●モバイルデータ通信による
　リアルタイム在庫管理を実現
●紙から電子座席表に
　（紙の座席表が不要）

座席予約のリアルタイム管理システム

バスもり！MONTA（車載端末）

バスもり！ナビ

WELLNET News Digest ウェルネットニュースダイジェスト

ヤフー株式会社と連携し、2015年
6月3日より、オークションサイト「ヤ
フオク ! 」での商品落札代金の支払
手段である「マルチペイメントサー
ビス」が「Yahoo ! かんたん決済」
の決済方法のひとつとして、全国の
コンビニで支払ができるようになり
ました。

京浜急行バス株式会社と連携し
2015年3月23日より、コンビニに
おける京急リムジンバス、京急高速
バスチケットの予約・支払・発券
サービスを開始しました。従来、京
急リムジンバス、京急高速バスチ
ケットは、京浜急行バスの予約サイ
ト、電話予約にてお申し込みいただ
いていましたが、本サービス導入に
より、パソコンや電話がなくてもコ
ンビニのKIOSK端末で予約・支払・
チケット発券が行えるようになり、
利便性が飛躍的に向上しました。

九州商船株式会社の2015年6月1日
乗船分より、「マルチペイメントサー
ビス」「ネットDE 受取サービス」「コン
ビニ現金受取サービス」の提供を開
始しました。これにより、離島などでも
支払が可能になり、お客様の予約購
入から乗船までが簡略化されました。

「ヤフオク！」でコンビニ支払
が利用可能に！

京浜急行バスの予約・支払・
発券がコンビニで可能に！

九州商船で当社サービスが利
用可能に！

地域貢献へ
の取り組み

正社員募集 ※試用期間あり／3～6ヶ月

検  索ウェルネット

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

「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。

ホームページのご紹介


