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ウェルネット株式会社

いつでも、
どこでもの
実現を目指して。

ウェルネットは
「世の中の便利をITで推進します」

トップインタビュー
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、
第37期（当期）以降を企業として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
「電子マネー化時代への対応」
「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 執行役員社長

Q
A

現在の市場環境、事業環境をどのように認識していますか。
当社の大きな事業のひとつに現金決済があります。電子化、
キャッシュレス化が進みますので、
コンビニ決済を電子決済に
振り向けていくためにキャッシュレス化対応スキームが大事に
なってきます。
しくみは構築していますので、今後は需要をどう
取り込むかが課題になってきます。もうひとつのポイントであ
る、
スマホの電子チケットなどバスＩ
Ｔ化プロジェクトに関しては
優位にシェアを確保していますので、確実にデファクトになるよ
うに進めていきたいと思っています。
さらには来期か再来期は
じめにバスチケットの在庫管理・販売システム
「アルタイル」
も
稼働させていきます。

Q 「アルタイル」の概要と目的、お客様のメリットは何でしょうか。
A クラウド化が非常に進んできていますが、航空業界でも顧客

サービス、
コストパフォーマンス向上のためクラウド化していま
す。
このアルタイルの提供方法においてはできる限り変動費化
してバス会社に提供していこうという構想です。
もうひとつには、バス会社はチケット代金の振り込みや払戻
などの後方事務処理が相当複雑です。
これまではバス会社担当
者がExcelを使い１週間位かけて振り分けているなどのケース
もありましたが、当社ではこれら処理をシステムにより代替する
サービス開発を進めています。
さらにこれらを経理情報として
バス会社の経営システムにつなぐことで、後方処理にかかって
いた作業を効率化していきます。当社はこれらバス会社の後方
事務処理の代替を、新たなビジネスチャンスと捉えています。

Q
A

現金決済での競合はありますか。
QRコード決済と言われる代表的なサービスにPayPayや、
LINE Payがありますが、基本的には対面決済中心です。当社が
今、
ドメインとしているのは非対面決済なので、短期的には競合
にはなりません。当社の立ち位置は２つあります。
ひとつは企業
の決済を担うゲートウェイサーバー機能、いわゆる収納代行
サービスです。一方で決済シーン自体をデジタル化・キャッシュ
レス化していくスマホ決済サービス
「支払秘書」があります。
こ
のサービスは銀行との協業スキームなので先ほどの決済サー
ビスとは競合関係にあるといえるかもしれません。
このように立
ち位置によって戦術は変わりますので、是々非々の判断をしな
がら進めていきたいと考えています。

Q 「支払秘書」は銀行とのつながりが大きいですね。
A インフラができあがりつつありますので、いかに実用シーン

を増やしていくかが今後のテーマです。
メガバンクでは三井住
友銀行やゆうちょ銀行と提携していますが、基本的にメガバンク
は自前の決済システムを優先して推進するでしょう。そこで当社
は地方銀行との連携を拡大しています。地方のインフラである
電気・ガス・バス・鉄道など日常的に使われるサービスの決
済をスマホアプリでサポートしていこうと考えています。銀行か
ら費用を徴収するモデルではなく、銀行との協業により利用を
拡大していきたいと考えています。

宮 澤 一洋

Q 「バスもり！」のサービスは2015年から開始しています。
わかったことは、
「バスもり！」
は必ずしもアプリにする必要は
A なかったということです。
その一方で、アプリによって新しい

マーケットの開拓はできました。定期券と回数券など、新しい領
域を開拓できたことは非常に良かったと考えています。バスか
ら転じてJR北海道（鉄道）
でも使われはじめ、JR東日本の一部区
域での実証実験も始まりました。その意味では先行投資がここ
にきて形になってきました。

Q
A

Q
A

中期経営計画についての進捗はいかがですか。
ほぼ順調に推移しているのはバスIT化ソリューションです。鉄
道にも広がっていくので明るい未来を期待しています。
スマホ
決済は今ひとつ伸び悩んでいます。今後の進捗は現在当社決
済のほとんどを占めるコンビニ・銀行ＡＴＭなどを経由する現
金決済が、
キャッシュレス化する時がいつになるか？です。
この中期経営計画においてはバスIT化ソリューションと
「支
払秘書」の事業に注力し先行投資を続けてきました。現在の収
益圧迫要因はこれらと安定稼働、および人員増強への投資で
す。特に今後は優秀なシステムエンジニア採用が重要な経営課
題のひとつです。当社は札幌の中心に近い場所に土地を購入
し、2年後に新社屋が竣工します。
エンジニアが憧れる建物・環
境による優秀なエンジニアの採用を進めます。
ここ数年これら
投資を推進してきましたが、今後は売上を上げて投資の効果を
出していくことに注力します。
最後に株主・投資家様へのメッセージをお願いします。
単に利益を上げていこうというのではなく、世の中の利便性
向上に資するしくみの開発と提供を目指していきたいと思いま
す。そのあたりをご評価いただきたい。利益はもちろん大事で
すが、昨今投資家の評価はそれだけではありません。お取引先
様・社員・社会などにも目を配り
「ウェルネットという会社はい
い会社だね」
と言われるように頑張ってまいります。

●
「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
（2018年7月〜2019年8月）

支払秘書 対応路線数 １１０路線
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担当者イン
1.ご担当の業務についてお聞かせください。
現在当社で提供している
「バスもり！」
という高速バスのチケットを買えるアプリがあるのですが、
その次世代版を開発しています。

2.業務の中で、最も喜びを感じるのはどんな時でしょうか。

やはり開発したアプリケーションやシステムが、
実際にサービスインし、
使われているところを見る時ですね。
使ってくださる人達が、
アプリケーションやシステムを特別に意識することなく、
自然に使っていただいているのを見ると、
嬉しくなります。
システムは快適
に使えて当たり前の時代なので、
使っている人の顔が曇ってしまったり、
難しい表情をされてしまうと失敗だと思っています。

3.プロジェクトを進める中で、
意思決定を繰り返す中で意識していること、
重要視していることをお聞かせください。

塩田

三郎

（しおた さぶろう）
部門：サービス開発部
バス開発チーム
役職：シニアマネージャー

プロジェクトの意思決定には、
堅牢な論理が必要です。
逆に堅牢な論理があれば、
向かう方向は自然と定まるものです。
あとはそ
の意思決定プロセスに皆で参加していただくこと、
共有することが大事です。
論理を資料化したら、
チーム内でよく討議し、
最高の
意思決定機関である、
バス業務の全体会議にかけて、
重要な方向性について、
社長にも決裁いただくようにしています。

4.今、将来に向けて考えているサービスやアイデアがありましたらご教示いただけますか。

交通サービス業界では、
「MaaS(Mobility as a Service)」
という新しいトレンドが起きてきているところです。当社のバスチ
ケットサービスがそのトレンドに乗って、社会で重要な役割を果たすように、次世代システムではいろいろなアイディアを盛り込
んでいるところです。ぜひご期待ください。

5.サービス開発部門全体として来期以降（38期

※2019年7月〜）目指す目標をお聞かせください。

バス開発チームとしては、先にご紹介した、
チケットサービスの次世代版の開発完了とサービス開始が大きな目標ですね。
サー
ビス開発部全体としては、現在強く推進しているシステムの内製化と最新技術の取り込みによる、一段高いレベルにあるサービ
ス開発プロセスの実現ですね。次世代版では、
アプリケーション開発で最新フレームワークを活用し、
これをAWS（Amazon
Web Services）
をはじめとするパブリッククラウドの最新のしくみの上にシステムとして構築できるようになってきていますの
で、
このノウハウを部門メンバー全員で共有し、当たり前に応用していける組織を目標に頑張っていきたいと考えています。

1.ご担当の業務、新部署として設立された経緯についてお聞かせください。

当該部門は
『縁の下の力持ち』的な存在であるが、決して裏方ではないと考えています。
自ら改善を意識して取り組めば、そこから利益貢献できる業務は沢山あります。
このため、業務を推進していく部門として
『業務推進部』
を立ち上げました。

2.業務の中で、最も喜びを感じるのはどんな時でしょうか。

担当メンバー自らが業務改善に取り組む姿勢を表した時、
またその結果が数値として表れた時です。
誰かに言われてやる業務と自
らが主体的に取り組む業務とでは、
思いも姿勢もすべてが変わってきます。
主体的に取り組むメンバーが増えれば増えるほど個人
のスキルが上がり、
結果的に組織としても強くなります。
そんな好循環を繰り返していけるよう日々反省と改善を意識しています。

清瀬

（きよせ

秀範

ひでのり）

部門：業務推進部
役職：部長

3.運用メンバーを統括する立場としてご活躍されていると存じますが、
やりがい（苦労していること）はどんなことがありますか。

数十名の部門になり、当然いろんな考えを持った人がいます。考えや価値観の違いによるコミュニケーションミスを皆無にはで
きないかもしれませんが、部員がモチベーションを上げて業務に取り組めるように統制を図ることです。
すぐに結果を出すことは
難しいかもしれませんが、部員と丁寧にコミュニケーションを取りながら舵を切っていければと思っています。

4.業務推進部門（運用）の責任者として来期（38期
お聞かせください。

※2019年7月〜 2020年6月）目指す目標を

バックオフィス業務を行う当該部門は、
どうしてもコストセンターとなってしまいがちです。そこから脱却し、
プロフィットセンター
として自ら利益（収益−費用）の最大化を図る！これが最も大きな目標です。
どれだけ費用を抑えるしくみを作ることができる
か、誰がやっても同程度のクオリティーでアウトプットができるか、が重要なポイントです。
そのために、
セクショナリズムを解消し、
コーポレーショニズム
（協力・共同主義）部門へ！という目標も掲げ、部門を超えたfor
the companyのスピリットを浸透させていきたいと考えています。

支払秘書
導入実績 生活・交通インフラへ拡大
電力6社、
銀行３０行、
バス１１０路線、
航空２社、
鉄道2社
マルチペイメント導入事業者へ拡大
700万件〜1,000万件/月の決済件数
セキュリティ投資
生体認証、
ワンタイムパスワード、
リアルタイムモニタリング
タビュー
1.ご担当の業務についてお聞かせください。
バス、鉄道、船舶会社への営業を行っております。
特にバス会社、鉄道会社への「バスもり！」の電子チケット提案を行っております。

2.業務のやりがい、喜びを感じる瞬間はどんな時ですか。
入社して1年目からバス会社様の営業を担当させていただいておりますが、最初は、
自社サービスはもちろんのこと、
バス会社様の業務内容についての知識が足りず、課題解決につながるようなご提案はなかなかできませんでした。そ
んな私も入社3年が経ち、
自社サービスやバス会社様の業務への理解が深まることで徐々にバス会社様と同じ目線や
視点で考えることができるようになり、その結果お客様から
「天野さんが担当で良かった」
といわれた時が一番の喜び
でした。

天野

駿輝

（あまの しゅんき）
部門：IT 営業部
（新卒入社 3 年目）

3.2017年に新卒で入社され、今では多くのバス会社様を担当しご活躍されていると存じますが、
今後の目標をお聞かせください。
バスは生活に密着したインフラであり、特に地方におけるバスの役割は非常に大きいと考えています。その一方で労
働力不足から、
バス会社様は自社でＩ
Ｔシステムを構築するための予算がなかったり、
バスチケット販売窓口がなかった
りするといった課題もあります。
当社の特徴である、事業者様のシステム投資コストを極力なくした形で、
Ｉ
Ｔシステムのプラットフォームを提供できる、
という強みを活かしながら、
バス会社様とパートナーシップをもって、便利なしくみを提供し続けていきたいと考えて
います。
バスの役割として、お客様を目的地まで安全にお送りするということ以外にも、期待されることがあるかもしれませ
ん。そういった将来を想像しながら、新しいしくみの提供を実現しつづけていきたいと思います。

1.ご担当の業務についてお聞かせください。
バス、鉄道、船舶会社への営業を行っております。
チケット発券からチケットレスサービス、
あるいは回数券や定期券等、
ご提案は多岐にわたります。

2.日頃の業務で気を付けていることをお聞かせください。
物事の全体を俯瞰的にとらえることです。業務だけに拘わりませんが、表面的に見えている課題を解決しようと考える
のではなく、その背景にある根本的本質的な課題は何か、
を考えることでお客様も気づいていない課題を見つけられ
ることがあります。本質的な課題を解決するには時間を要することが多いですが、その課題に向き合い、
お客様と共に
解決策を考えることができれば、
自然と信頼関係が構築できると信じています。
また、
お客様、共に働く仲間（社員）
に
飯を食わせてもらっているということも常に意識しています。

小川

利貴

（おがわ りき）
部門：IT 営業部
（新卒入社 5 年目）

3.どういった時にやりがいを感じますか。
地方でお客様
（エンドユーザー）
が当社サービスを使っていただいているのを目にした時です。
システムエンジニアの仲間が作ったサービス、
お客様の問い合わせに24時間365日対応するコールセンターの仲間、
当社のサービスを導入してくださったバス会社様、
当社サービスを選んで使ってくださったお客様
（エンドユーザー）
す
べてがつながったと思える瞬間です。
あとは、
お客様から
「そろそろ飲みに来い」
と言っていただいた時ですね
（笑）
。

4.バス会社様との信頼関係を構築する中で、重要視する部分をお聞かせください。
ビジネスである前に 人 対 人 として接すること、
接していただけること、
またお客様に対し、
常に感謝を忘れないことです。

5.来期以降（38期

※2019年7月〜）への展望をお聞かせください。

マーケットの大きいエリアにおける
「バスもり！」の立ち位置を確立することと、空港線の路線拡大にともなうインバウ
ンド獲得です。
また、
お客様にさらに飲みに誘っていただけるようになりたいと思います
（笑）。

Topics
地域密着型フィンテックの推進
当社は電気、
ガス、鉄道、バス、航空会社など生活
に密着したインフラを支える企業とのお取引が多く
あります。そういった地に足がついた業界のフィン

Electric Power

Bank

テックを、地方銀行と提携して推進していく戦略を
とっています。人口の少ない地域では固定費を圧縮
するためのシステム開発をしたくてもできないとい
うジレンマが起こります。ウェルネットのクラウド
サービスを利用していただくことで、そういった課題
を解決できると考えています。

Wellnet
Bus

End User

〈北海道エリアでの事例〉
北海道電力、北洋銀行・北海道銀行、北海道中央
バス・北都交通、JR北海道、恵庭市役所（エコバス）
などに
「支払秘書」、
「バスもり！」などを採用いただ

Shopping

Air

いており、官民一体となったクラウドサービスの推
進をしております。

Train

ESGの取り組み
〈道新みらい君・ウェルネット基金〉
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2015年6月に設立した「ウェルネット奨学
金」
により、今年も多くの学生を支援しました。

〈ウェルネットもりの保育園〉
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
企業内保育園により、社員が子育てをしながら継続
して働くという選択肢が増え、仕事と子育ての両立
が図られております。

〈ガバナンス体制〉
積極果敢な経営における意思決定の透明性を高めるために、
また、
コーポレートガバナンスコードを意識し、当社は2017
年9月
「監査等委員会設置会社」
に移行しました。取締役メンバーは社内取締役2名に対し社外取締役3名と、過半数が社外取
締役の構成で、毎回全員参加のもと活発な議論を行っています。
これにより独立した客観的な立場から、経営陣（執行役員を
含む）・取締役に対する実効性の高い監督を行うとともに、
より公正かつ透明性の高い経営を行ってまいります。

会社・株式情報
会社概要（2019年6月30日現在）

株式の状況（2019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

発行可能株式総数
発行済株式の総数

資本金

6億6,778万円

従業員数

118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

役

株主数

大株主

（株）三井住友銀行、
（株）
みずほ銀行、
（株）北洋銀行

員（2019年9月25日現在）

代表取締役 執行役員社長
取締役 執行役員管理部長
社外取締役（常勤監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

宮澤
内山
髙田
佐藤
花澤

54,624,000株
19,400,000株
13,266名

一洋
正明
貞信
元宏

持株数（株） 持株比率（%）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,306,000

6.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,067,400

5.69

株式会社三井住友銀行

918,600

4.90

東京中小企業投資育成株式会社

613,600

3.27

株式会社光通信

478,400

2.55

宮澤

476,188

2.54

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5）

375,400

2.00

日本生命保険相互会社

340,200

1.81

一洋

（注）１．当社は、自己株式643,048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643,048株を控除して計算しております。
３．
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643,048株には、2019
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。

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

公告方法

株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関
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

電子公告により当社ホームページ
（https://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）
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。

財務ハイライト

売上高

（単位：百万円）

（単位：百万円）

当期純利益

10,260

9,783

10,032

（単位：百万円）
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※第38期（2020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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