
2015 JUL. » 2016 JUN.

WELLNET REPORT Vol.34
34 証券コード：2428第 期｜ウェルネットレポート

2015年7月1日 » 2016年6月30日

電子マネー・キャッシュレス化への対応

オープンイノベーションへの対応によるフィンテックサービスの推進

金融サービス提供に向けたシステム維持／運用・管理レベル向上を目的とした人材育成・投資

●電子マネーサービス「支払秘書」のリリース、普及拡大推進
●バスIT化プロジェクトの基幹を担う「バスもり ！ シリーズ」の積極推進

●札幌事業所へ高い知見のある技術者常駐による品質管理のOJT実施、体制整備の強化
●柔軟なスケールアップ、分散処理を目的としたクラウドを実施し、安定稼働とコストパフォーマンス両立の実現

正しい企業活動を行うガバナンスを目指した、コンプライアンスの徹底

●ウェルネットアレテー
　“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
　その「しくみ」を広く世の中に提案・普及させます
　そこから得た「利益」を社員、株主、次への投資として配分します

●スマホアプリの開発・提供による、Ｂ（事業者）－Ｗ（ウェルネット）－Ｃ（コンシューマ）との接続

●ブロックチェーン技術を活用した、プラットホーム実用化に向けた北海道大学との共同研究スタート
●ビッグデータの活用、イールドマネジメント対応に資する共同研究を国立情報学研究所（NII）と推進
●CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）「ウェルネットベンチャーキャピタル」の設立
●決済周辺プラットホーム開発企業との連携
●M&Aの検討

中期経営3か年計画 新中期経営5か年計画

会社概要 （2016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 88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 （2016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 9,700,000株
株主数 4,279名

大株主（上位10位）  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
株式会社三井住友銀行
ノルウェー政府年金基金
東京中小企業投資育成株式会社
株式会社北洋銀行
宮澤　一洋
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役　員 （2016年9月28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

社外監査役
佐藤　元宏取締役

芳西　　崇取締役
社外監査役

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384,979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

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。

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS

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

中期経営３か年計画（2013年7月～2016年6月）の検証

奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」
へ追加寄付いたしました

　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、創設
以来、29名の高等専門学校生に対して約700万円の支援を行い
ました。2016年３月６日に北海道内４校の高専校長先生から感謝
状を頂戴するなど、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。

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1.6億円
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。

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。

　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、
2015年6月24日に創設した奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」（道新社会福祉
振興基金管理）に対して、2016年6月29日に6,000万円を追加寄付いたしました。

新中期経営５か年計画 策定

営業利益20.5億円（2013年6月期比147%）達成

「バスもり！ ナビ」、「バスもり！ MONTA」をリリース（2014年12月）
開発が遅延したものの、代金回収に加え、支払者側に便利なコンシェルジュ機能を提供する
スマホアプリ「支払秘書」のリリースにめど

ネットDE受取サービス（銀行振込）に加え、コンビニ店頭での現金受取サービス、Amazonギフトで
受け取るサービスを開始
大学入試向け電子決済の拡充や“ペーパーレス化プロジェクト”
大規模障害の発生（2015年10月）の反省から、社員の再教育やシステム増強、体制整備を加速

「原価構成分析システム」の活用は今後の課題

成長を支える両輪

2016年6月期時点で、ROE 16.3%

（2016年7月～2021年6月）

次世代を担うビジネススキームの確立

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）

営業利益目標20億円（2016年6月期）

株主の皆様へ中期経営計画中の利益を100%還元

ＲＯＥ 目標15% （2016年6月期）
中期経営３か年計画期間中、100%株主還元を実施

新中期経営5か年計画骨子
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地域貢献活動（“ウェルネット奨学金”の設立） 　 新規追加
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大きな環境変化を新たなビジネスチャンスに
変えるための投資を積極的に実施し
最終年度には経常利益50億円達成を目指す
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　私はもともと北海道にある高等専門学校で、情報系科目の教員をしていました。
2015年6月に、新規事業や新技術の研究を目的としてフィンテックイノベーション
チームが立ち上げられる時に、執行役員としてチームに参画しました。
　フィンテックイノベーションチームでは、2017年3月にリリース予定のスマートフォ
ンアプリ「支払秘書」の開発推進を担っており、総勢7名の社員が所属しています。私
の役割は、システムの設計開発から営業支援まで、チーム全体の統括をし、フィンテッ
ク事業を発展拡大させることです。また、若い社員が多数を占めるこのチームにおい
ては、金融系システムの仕組みを説明したり、彼らの教育なども行っています。 
　当社の決済分野における初めてのコンシューマー向けビジネスである「支払秘書」
は、ボタン1つで金融機関と直接つながるしくみであるため、開発に非常に神経を使
いました。 
　スマホアプリは直感的に、使いやすく分かりやすい機能が求められますが、この点に
おいて、チームの若手の意見を直接聞きながら開発できたことはメリットとなりました。 
　「支払秘書」を当社の既存決済事業に次ぐ中核事業に育てていくべく、さらなる利
用者の志向に合わせた使いやすい機能を模索しています。 
　チームの統括者として、フィンテックイノベーションチームの将来的な事業展開の
ため、大学と共同で「ブロックチェーン」の応用技術を研究開発しています。 

小山　貴夫（こやま　たかお） 

　　フィンテックイノベーションチーム 

執行役員

フィンテック事業を
当社の既存決済事業に次ぐ
中核事業に育ててまいります。

　前期までに「バスもり ！ ナビ」、「バスもり ！ MONTA」を投入してまいりましたが、今期は「バスもり ！ ナ
ビ」と連携したスマートフォンアプリ「バスもり ！ コンシェルジュ」を投入しました。そして、フィンテック、ＩoＴ
等、当社の事業領域周辺での大きな環境変化を新たなビジネスチャンスに変えるために、リスクを恐れず
に積極的な施策を行ってまいります。具体的にはさまざまな知見・技術をもつ大学・事業体・企業などと
の連携強化により、このビジネスチャンスに的確に対応します。
　また、電子マネー・キャッシュレス決済が今後さらに伸長する可能性が高いとみて、サーバ管理型電子
マネーサービスのスマートフォンアプリ「支払秘書」をリリースします。
　以上の取り組みにより、今期の売上高は11,100百万円（前事業年度比5.4%増）、営業利益は1,000～
1,500百万円（同51.3～27.0%減）、経常利益は950～1,450百万円（同52.7～27.8%減）、当期純利益
は650～1,000百万円（同51.9～25.9%減）を予想しております。

「バスもり ！®」続々拡大中 ！ 
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。
　今期は、「新中期経営５か年計画（2016年7月－2021年6月）」の初年度にあたります。当新中期経営
５か年計画期間中においては、フィンテックの急速な進展、実用化が見込まれ、またIoTの利活用がはじ
まるなど、当社を取り巻く環境は大きな変化が予想されます。こうした変化を新たなビジネスチャンスに変
えるための投資を積極的に行うことで、最終年度の経常利益50億円達成を目標とする成長戦略を実
行してまいります。

代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー

　当期は引き続き、2013年8月に公表しました「中期経営３か年計画（2013年7月－2016年6月）」に掲げ
られた目標を達成すべく、諸施策を推進・実行してまいりました。この中期経営3か年計画においては、重
点施策を「次世代を担うビジネススキームの確立」、「カイゼン（機能拡充／システムの安定運用・コストパ
フォーマンスの向上、いわば筋肉質の企業体質づくり）」の2つとし、これらの着実な実行を目指して活動し
てまいりました結果、最終年度に当たる当事業年度の経営成績は、売上高は10,529百万円（前事業年度
比18.5％増）、営業利益は2,054百万円（同25.5％増）、経常利益は2,007百万円（同32.1％増）、当期純
利益は1,350百万円（同44.0％増）と増収増益となり、ROE（自己資本当期純利益率）は16.3％となりまし
た。このことにより中期経営3か年計画において当初より目標として掲げていた最終年度における営業利
益20億円、ROE15％を達成することができました。
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当期（第34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35期）の業績予想と取り組みについてお聞かせください。Q2

　当社は2016年６月期までの3年間、100%株主還元を行ってまいりました。また、営業利益20億円、ROE15%という意欲的な目標を達成でき
たことで、株主の皆様のご期待にもお応えでき、ご信頼いただけたものと存じます。今期からは、もう一段高い企業価値創生に挑んでいく経営
方針による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、3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。この金額は対2016年６月期の（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、前期に比べ30円増配し、普通配当74円、特別配当6円の80円とさせていただきました。
　株主の皆様に愛され、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

※当社は2016年7月1日付で株式を二分割しております。

※第35期の業績予想につきましては、新たなプロジェクトの進捗により変動する可能性があるため、レンジ形式により開示しております。
※第32期以降は非連結のため、ウェルネット単体の数字を掲載しております。

　当社は、都市間高速バスをさらに便利にする高速バス「予約・購入・乗車スマートフォンアプリ（商品名：バスもり ！ コ
ンシェルジュ）」のAndroid™版およびiOS版を、本年8月よりGoogle Play™とApp Storeにて配信開始いたしました。
　また、高速バス予約情報のリアルタイム一元管理サービス、「タブレット端末を利用したバス予約の電子座席表（商品
名：バスもり ！ MONTA）」が、一部路線にて完全導入されることとなりました。

配当性向50%以上

　高速乗車券において、従来は、各バス会社が運営するWebサイト上にて予約購入、または電話予約にてお申込みいただくことが一
般的でしたが、今回のサービスをご利用いただくことにより、乗車したいルートの高速バス乗車券を簡単な操作だけで、乗車直前まで
予約・購入（一部路線では座席指定可能）・変更・払戻ができるようになりました。
　さらに、最新の高速バスに関するニュースや、支払期限が近い予約はプッシュ通知を受け取ることができるほか、バス乗り場までの
経路案内が可能です。

「バスもり ！ コンシェルジュ」サービス概要

「バスもり ！ コンシェルジュ」の画面イメージ

「バスもり ！ コンシェルジュ」の特設ページ

※1. 普通配当74円00銭、特別配当6円00銭
※2. 株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正した数値

http://www.busmori.jp/Concierge/lp/

［2016年6期（特別配当※1を除く）に比べ35%増］

2017年6月期から3年間の配当性向を50%以上
とし、1株当たりの配当金が50円に満たない場合
でも50円を配当いたします。

石崎　悦史（いしざき　よしふみ）  

　　決済基盤チーム

　私は、収納機関や事業者向けの決済システムを扱う札幌事業所内の決済基盤
チームに所属しています。このチームの中で私は、航空会社向けの決済システムや、
一部コンビニの収納機関システムの開発・運用業務を担当しており、主に開発を行っ
ています。　 
　システム開発において難しいと感じているのは、ユーザーにサービスを提供する
ことが目的であるため、よりシステムの安定やデータ管理が重要になってくるところ
です。また、学生時代に学んだプログラミング技術だけでは対応できないこともあ
り、金融や決済に関わる知識をもっと深めていく必要があるとも考えています。
　入社して2年目ですが、開発業務に1年間携わってきて、自分が作ったり、直したり
したシステムを多くの方々に使っていただいていることにやりがいを感じています。
　当社には、自分がやりたいことを提案すれば挑戦させてくれる社風があるので、積
極的に挑戦して業務知識や開発技術を磨き、将来的には、 業務全体を見渡しながら
サービス品質の高いシステムを開発できる人材になりたいです。 

サービス品質の高いシステムを
開発できる人材になれるよう
業務知識や開発技術を磨いてまいります。
 

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.2

1,000～1,500
650～1,000

検  索バスもり

わかりやすい操作画面 乗りたいバスがすぐわかる 座席指定も可能 スマホで乗車可能

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
地図上でバス路線を表示、チケットを買う
ことができるスマホアプリ「バスもり ！ ナ
ビ」と、検索、予約、購入、乗車のすべてがス
マホアプリで実現できる「バスもり ！ コン
シェルジュ」。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。 

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。

大学入試向け電子決済サービス 
Web出願から入学手続きまでの支払を
トータルにサポートします。 

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。

払込票ペーパレス化サービス 
「払込票の発行・郵送」、「ペーパーレス手

続き」、「電子決済」 をパッケージ提供する
ことで、業務負荷軽減と郵送費削減をサ
ポートします。 

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。

第33期
2015年6月期

第34期
2016年6月期

第35期
2017年6月期

50円
（予定）

40円

51.7% 55.6%

1株当たり配当金 配当性向

50%以上

25円

※2

※2



2015 JUL. » 2016 JUN.

WELLNET REPORT Vol.34
34 証券コード：2428第 期｜ウェルネットレポート

2015年7月1日 » 2016年6月30日

電子マネー・キャッシュレス化への対応

オープンイノベーションへの対応によるフィンテックサービスの推進

金融サービス提供に向けたシステム維持／運用・管理レベル向上を目的とした人材育成・投資

●電子マネーサービス「支払秘書」のリリース、普及拡大推進
●バスIT化プロジェクトの基幹を担う「バスもり ！ シリーズ」の積極推進

●札幌事業所へ高い知見のある技術者常駐による品質管理のOJT実施、体制整備の強化
●柔軟なスケールアップ、分散処理を目的としたクラウドを実施し、安定稼働とコストパフォーマンス両立の実現

正しい企業活動を行うガバナンスを目指した、コンプライアンスの徹底

●ウェルネットアレテー
　“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
　その「しくみ」を広く世の中に提案・普及させます
　そこから得た「利益」を社員、株主、次への投資として配分します

●スマホアプリの開発・提供による、Ｂ（事業者）－Ｗ（ウェルネット）－Ｃ（コンシューマ）との接続

●ブロックチェーン技術を活用した、プラットホーム実用化に向けた北海道大学との共同研究スタート
●ビッグデータの活用、イールドマネジメント対応に資する共同研究を国立情報学研究所（NII）と推進
●CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）「ウェルネットベンチャーキャピタル」の設立
●決済周辺プラットホーム開発企業との連携
●M&Aの検討

中期経営3か年計画 新中期経営5か年計画

会社概要 （2016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 88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 （2016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 9,700,000株
株主数 4,279名

大株主（上位10位）  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
株式会社三井住友銀行
ノルウェー政府年金基金
東京中小企業投資育成株式会社
株式会社北洋銀行
宮澤　一洋

1,191,400
528,900
498,600
464,300
311,000
306,800
299,200
233,900

203,500

180,000

12.8
5.7
5.4
5.0
3.3
3.3
3.2
2.5

2.2

1.9

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2016年9月28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

社外監査役
佐藤　元宏取締役

芳西　　崇取締役
社外監査役

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384,979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

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。

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS

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

中期経営３か年計画（2013年7月～2016年6月）の検証

奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」
へ追加寄付いたしました

　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、創設
以来、29名の高等専門学校生に対して約700万円の支援を行い
ました。2016年３月６日に北海道内４校の高専校長先生から感謝
状を頂戴するなど、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。

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1.6億円
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。

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。

　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、
2015年6月24日に創設した奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」（道新社会福祉
振興基金管理）に対して、2016年6月29日に6,000万円を追加寄付いたしました。

新中期経営５か年計画 策定

営業利益20.5億円（2013年6月期比147%）達成

「バスもり！ ナビ」、「バスもり！ MONTA」をリリース（2014年12月）
開発が遅延したものの、代金回収に加え、支払者側に便利なコンシェルジュ機能を提供する
スマホアプリ「支払秘書」のリリースにめど

ネットDE受取サービス（銀行振込）に加え、コンビニ店頭での現金受取サービス、Amazonギフトで
受け取るサービスを開始
大学入試向け電子決済の拡充や“ペーパーレス化プロジェクト”
大規模障害の発生（2015年10月）の反省から、社員の再教育やシステム増強、体制整備を加速

「原価構成分析システム」の活用は今後の課題

成長を支える両輪

2016年6月期時点で、ROE 16.3%

（2016年7月～2021年6月）

次世代を担うビジネススキームの確立

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）

営業利益目標20億円（2016年6月期）

株主の皆様へ中期経営計画中の利益を100%還元

ＲＯＥ 目標15% （2016年6月期）
中期経営３か年計画期間中、100%株主還元を実施

新中期経営5か年計画骨子
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地域貢献活動（“ウェルネット奨学金”の設立） 　 新規追加

12.7億円
20.0億円

2012年6月期 2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期

30億円

50億円
大きな環境変化を新たなビジネスチャンスに
変えるための投資を積極的に実施し
最終年度には経常利益50億円達成を目指す

経常利益

7.8
12.0

13.9



　私はもともと北海道にある高等専門学校で、情報系科目の教員をしていました。
2015年6月に、新規事業や新技術の研究を目的としてフィンテックイノベーション
チームが立ち上げられる時に、執行役員としてチームに参画しました。
　フィンテックイノベーションチームでは、2017年3月にリリース予定のスマートフォ
ンアプリ「支払秘書」の開発推進を担っており、総勢7名の社員が所属しています。私
の役割は、システムの設計開発から営業支援まで、チーム全体の統括をし、フィンテッ
ク事業を発展拡大させることです。また、若い社員が多数を占めるこのチームにおい
ては、金融系システムの仕組みを説明したり、彼らの教育なども行っています。 
　当社の決済分野における初めてのコンシューマー向けビジネスである「支払秘書」
は、ボタン1つで金融機関と直接つながるしくみであるため、開発に非常に神経を使
いました。 
　スマホアプリは直感的に、使いやすく分かりやすい機能が求められますが、この点に
おいて、チームの若手の意見を直接聞きながら開発できたことはメリットとなりました。 
　「支払秘書」を当社の既存決済事業に次ぐ中核事業に育てていくべく、さらなる利
用者の志向に合わせた使いやすい機能を模索しています。 
　チームの統括者として、フィンテックイノベーションチームの将来的な事業展開の
ため、大学と共同で「ブロックチェーン」の応用技術を研究開発しています。 

小山　貴夫（こやま　たかお） 

　　フィンテックイノベーションチーム 

執行役員

フィンテック事業を
当社の既存決済事業に次ぐ
中核事業に育ててまいります。

　前期までに「バスもり ！ ナビ」、「バスもり ！ MONTA」を投入してまいりましたが、今期は「バスもり ！ ナ
ビ」と連携したスマートフォンアプリ「バスもり ！ コンシェルジュ」を投入しました。そして、フィンテック、ＩoＴ
等、当社の事業領域周辺での大きな環境変化を新たなビジネスチャンスに変えるために、リスクを恐れず
に積極的な施策を行ってまいります。具体的にはさまざまな知見・技術をもつ大学・事業体・企業などと
の連携強化により、このビジネスチャンスに的確に対応します。
　また、電子マネー・キャッシュレス決済が今後さらに伸長する可能性が高いとみて、サーバ管理型電子
マネーサービスのスマートフォンアプリ「支払秘書」をリリースします。
　以上の取り組みにより、今期の売上高は11,100百万円（前事業年度比5.4%増）、営業利益は1,000～
1,500百万円（同51.3～27.0%減）、経常利益は950～1,450百万円（同52.7～27.8%減）、当期純利益
は650～1,000百万円（同51.9～25.9%減）を予想しております。

「バスもり ！®」続々拡大中 ！ 
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。
　今期は、「新中期経営５か年計画（2016年7月－2021年6月）」の初年度にあたります。当新中期経営
５か年計画期間中においては、フィンテックの急速な進展、実用化が見込まれ、またIoTの利活用がはじ
まるなど、当社を取り巻く環境は大きな変化が予想されます。こうした変化を新たなビジネスチャンスに変
えるための投資を積極的に行うことで、最終年度の経常利益50億円達成を目標とする成長戦略を実
行してまいります。

代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー

　当期は引き続き、2013年8月に公表しました「中期経営３か年計画（2013年7月－2016年6月）」に掲げ
られた目標を達成すべく、諸施策を推進・実行してまいりました。この中期経営3か年計画においては、重
点施策を「次世代を担うビジネススキームの確立」、「カイゼン（機能拡充／システムの安定運用・コストパ
フォーマンスの向上、いわば筋肉質の企業体質づくり）」の2つとし、これらの着実な実行を目指して活動し
てまいりました結果、最終年度に当たる当事業年度の経営成績は、売上高は10,529百万円（前事業年度
比18.5％増）、営業利益は2,054百万円（同25.5％増）、経常利益は2,007百万円（同32.1％増）、当期純
利益は1,350百万円（同44.0％増）と増収増益となり、ROE（自己資本当期純利益率）は16.3％となりまし
た。このことにより中期経営3か年計画において当初より目標として掲げていた最終年度における営業利
益20億円、ROE15％を達成することができました。
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当期（第34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35期）の業績予想と取り組みについてお聞かせください。Q2

　当社は2016年６月期までの3年間、100%株主還元を行ってまいりました。また、営業利益20億円、ROE15%という意欲的な目標を達成でき
たことで、株主の皆様のご期待にもお応えでき、ご信頼いただけたものと存じます。今期からは、もう一段高い企業価値創生に挑んでいく経営
方針による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、3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。この金額は対2016年６月期の（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、前期に比べ30円増配し、普通配当74円、特別配当6円の80円とさせていただきました。
　株主の皆様に愛され、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

※当社は2016年7月1日付で株式を二分割しております。

※第35期の業績予想につきましては、新たなプロジェクトの進捗により変動する可能性があるため、レンジ形式により開示しております。
※第32期以降は非連結のため、ウェルネット単体の数字を掲載しております。

　当社は、都市間高速バスをさらに便利にする高速バス「予約・購入・乗車スマートフォンアプリ（商品名：バスもり ！ コ
ンシェルジュ）」のAndroid™版およびiOS版を、本年8月よりGoogle Play™とApp Storeにて配信開始いたしました。
　また、高速バス予約情報のリアルタイム一元管理サービス、「タブレット端末を利用したバス予約の電子座席表（商品
名：バスもり ！ MONTA）」が、一部路線にて完全導入されることとなりました。

配当性向50%以上

　高速乗車券において、従来は、各バス会社が運営するWebサイト上にて予約購入、または電話予約にてお申込みいただくことが一
般的でしたが、今回のサービスをご利用いただくことにより、乗車したいルートの高速バス乗車券を簡単な操作だけで、乗車直前まで
予約・購入（一部路線では座席指定可能）・変更・払戻ができるようになりました。
　さらに、最新の高速バスに関するニュースや、支払期限が近い予約はプッシュ通知を受け取ることができるほか、バス乗り場までの
経路案内が可能です。

「バスもり ！ コンシェルジュ」サービス概要

「バスもり ！ コンシェルジュ」の画面イメージ

「バスもり ！ コンシェルジュ」の特設ページ

※1. 普通配当74円00銭、特別配当6円00銭
※2. 株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正した数値

http://www.busmori.jp/Concierge/lp/

［2016年6期（特別配当※1を除く）に比べ35%増］

2017年6月期から3年間の配当性向を50%以上
とし、1株当たりの配当金が50円に満たない場合
でも50円を配当いたします。

石崎　悦史（いしざき　よしふみ）  

　　決済基盤チーム

　私は、収納機関や事業者向けの決済システムを扱う札幌事業所内の決済基盤
チームに所属しています。このチームの中で私は、航空会社向けの決済システムや、
一部コンビニの収納機関システムの開発・運用業務を担当しており、主に開発を行っ
ています。　 
　システム開発において難しいと感じているのは、ユーザーにサービスを提供する
ことが目的であるため、よりシステムの安定やデータ管理が重要になってくるところ
です。また、学生時代に学んだプログラミング技術だけでは対応できないこともあ
り、金融や決済に関わる知識をもっと深めていく必要があるとも考えています。
　入社して2年目ですが、開発業務に1年間携わってきて、自分が作ったり、直したり
したシステムを多くの方々に使っていただいていることにやりがいを感じています。
　当社には、自分がやりたいことを提案すれば挑戦させてくれる社風があるので、積
極的に挑戦して業務知識や開発技術を磨き、将来的には、 業務全体を見渡しながら
サービス品質の高いシステムを開発できる人材になりたいです。 

サービス品質の高いシステムを
開発できる人材になれるよう
業務知識や開発技術を磨いてまいります。
 

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！
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検  索バスもり

わかりやすい操作画面 乗りたいバスがすぐわかる 座席指定も可能 スマホで乗車可能

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
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があります。
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Web出願から入学手続きまでの支払を
トータルにサポートします。 

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。

払込票ペーパレス化サービス 
「払込票の発行・郵送」、「ペーパーレス手

続き」、「電子決済」 をパッケージ提供する
ことで、業務負荷軽減と郵送費削減をサ
ポートします。 
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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。
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　私はもともと北海道にある高等専門学校で、情報系科目の教員をしていました。
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ンアプリ「支払秘書」の開発推進を担っており、総勢7名の社員が所属しています。私
の役割は、システムの設計開発から営業支援まで、チーム全体の統括をし、フィンテッ
ク事業を発展拡大させることです。また、若い社員が多数を占めるこのチームにおい
ては、金融系システムの仕組みを説明したり、彼らの教育なども行っています。 
　当社の決済分野における初めてのコンシューマー向けビジネスである「支払秘書」
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小山　貴夫（こやま　たかお） 

　　フィンテックイノベーションチーム 

執行役員
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代表取締役社長　

宮澤 一洋

トップインタビュー
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1,000～1,500
650～1,000

検  索バスもり

わかりやすい操作画面 乗りたいバスがすぐわかる 座席指定も可能 スマホで乗車可能

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
地図上でバス路線を表示、チケットを買う
ことができるスマホアプリ「バスもり ！ ナ
ビ」と、検索、予約、購入、乗車のすべてがス
マホアプリで実現できる「バスもり ！ コン
シェルジュ」。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。 

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。

大学入試向け電子決済サービス 
Web出願から入学手続きまでの支払を
トータルにサポートします。 

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。

払込票ペーパレス化サービス 
「払込票の発行・郵送」、「ペーパーレス手

続き」、「電子決済」 をパッケージ提供する
ことで、業務負荷軽減と郵送費削減をサ
ポートします。 

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。

第33期
2015年6月期

第34期
2016年6月期

第35期
2017年6月期

50円
（予定）

40円

51.7% 55.6%

1株当たり配当金 配当性向

50%以上

25円

※2

※2
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電子マネー・キャッシュレス化への対応

オープンイノベーションへの対応によるフィンテックサービスの推進

金融サービス提供に向けたシステム維持／運用・管理レベル向上を目的とした人材育成・投資

●電子マネーサービス「支払秘書」のリリース、普及拡大推進
●バスIT化プロジェクトの基幹を担う「バスもり ！ シリーズ」の積極推進

●札幌事業所へ高い知見のある技術者常駐による品質管理のOJT実施、体制整備の強化
●柔軟なスケールアップ、分散処理を目的としたクラウドを実施し、安定稼働とコストパフォーマンス両立の実現

正しい企業活動を行うガバナンスを目指した、コンプライアンスの徹底

●ウェルネットアレテー
　“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
　その「しくみ」を広く世の中に提案・普及させます
　そこから得た「利益」を社員、株主、次への投資として配分します

●スマホアプリの開発・提供による、Ｂ（事業者）－Ｗ（ウェルネット）－Ｃ（コンシューマ）との接続

●ブロックチェーン技術を活用した、プラットホーム実用化に向けた北海道大学との共同研究スタート
●ビッグデータの活用、イールドマネジメント対応に資する共同研究を国立情報学研究所（NII）と推進
●CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）「ウェルネットベンチャーキャピタル」の設立
●決済周辺プラットホーム開発企業との連携
●M&Aの検討

中期経営3か年計画 新中期経営5か年計画

会社概要 （2016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 88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 （2016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 9,700,000株
株主数 4,279名

大株主（上位10位）  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT
株式会社三井住友銀行
ノルウェー政府年金基金
東京中小企業投資育成株式会社
株式会社北洋銀行
宮澤　一洋

1,191,400
528,900
498,600
464,300
311,000
306,800
299,200
233,900

203,500

180,000

12.8
5.7
5.4
5.0
3.3
3.3
3.2
2.5

2.2

1.9

持株数（株） 持株比率（%）

役　員 （2016年9月28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

社外監査役
佐藤　元宏取締役

芳西　　崇取締役
社外監査役

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384,979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

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。

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS

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

中期経営３か年計画（2013年7月～2016年6月）の検証

奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」
へ追加寄付いたしました

　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、創設
以来、29名の高等専門学校生に対して約700万円の支援を行い
ました。2016年３月６日に北海道内４校の高専校長先生から感謝
状を頂戴するなど、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。

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1.6億円
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。

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。

　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、
2015年6月24日に創設した奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」（道新社会福祉
振興基金管理）に対して、2016年6月29日に6,000万円を追加寄付いたしました。

新中期経営５か年計画 策定

営業利益20.5億円（2013年6月期比147%）達成

「バスもり！ ナビ」、「バスもり！ MONTA」をリリース（2014年12月）
開発が遅延したものの、代金回収に加え、支払者側に便利なコンシェルジュ機能を提供する
スマホアプリ「支払秘書」のリリースにめど

ネットDE受取サービス（銀行振込）に加え、コンビニ店頭での現金受取サービス、Amazonギフトで
受け取るサービスを開始
大学入試向け電子決済の拡充や“ペーパーレス化プロジェクト”
大規模障害の発生（2015年10月）の反省から、社員の再教育やシステム増強、体制整備を加速

「原価構成分析システム」の活用は今後の課題

成長を支える両輪

2016年6月期時点で、ROE 16.3%

（2016年7月～2021年6月）

次世代を担うビジネススキームの確立

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）

営業利益目標20億円（2016年6月期）

株主の皆様へ中期経営計画中の利益を100%還元

ＲＯＥ 目標15% （2016年6月期）
中期経営３か年計画期間中、100%株主還元を実施

新中期経営5か年計画骨子
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地域貢献活動（“ウェルネット奨学金”の設立） 　 新規追加

12.7億円
20.0億円

2012年6月期 2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期

30億円

50億円
大きな環境変化を新たなビジネスチャンスに
変えるための投資を積極的に実施し
最終年度には経常利益50億円達成を目指す

経常利益

7.8
12.0

13.9


