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平成 21 年３月期 マイルストーン開示 
（当社事業計画の進捗状況について（マイルストーン開示）） 

 
平成 21 年５月 13 日 

上場会社名 株式会社ウェブマネー （コード番号：２１６７ ＮＥＯ）

（ＵＲＬ http://www.webmoney.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表取締役社長        古谷彰男  
              取締役管理部・法務部担当   新井庸介     ＴＥＬ：（03）5733－8128 
 
 平成 20 年 11 月 17 日付発表のマイルストーン開示に係る事業計画の当四半期末時点における
進捗状況について、以下のとおり、お知らせします。 
 
１．年度末時点における今期事業計画の達成状況 
 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 21 年３月期 第４四半期 10,621 103 110 60

平成 21 年３月期 実績 39,479 462 481 81

達成率 103.1％ 118.5％ 117.3％ 162.3％

平成 21 年３月期 通期計画 38,300 390 410 50

平成 20 年３月期 実績 32,395 612 580 440
 
 
２．今期事業計画の達成状況に関する定性的情報等 
 （１）総括 

当社は、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発行・販売及び電子決済サービスを

主たる事業としております。電子マネー「WebMoney」は、①WebMoney プリペイド番号の

みで「かんたん」に支払え、②個人情報をウェブサイト内に入力しないので「安全」に、③

ＩＣカード型電子マネーでは必須の専用リーダー／ライターを必要せず「便利」、という特徴

を有しています。 
インターネットのデジタルコンテンツ市場は、ＡＤＳＬ回線や光通信回線や携帯電話など

の通信インフラの整備拡充とともに、オンラインゲーム、映像配信、音楽配信及び電子書籍

などのコンテンツが増加することにより、年々拡大しております。 
特に、当社決済サービスの主力分野であるオンラインゲーム市場は急成長期を経て緩やか

な成長を続けております。 
このような市場環境において、当四半期における決済額は、順調に会員数を伸ばしたオン

ラインゲーム加盟店や、下期から開始したパートナーブランド電子マネーの順調な販売等に

より好調に推移いたしました。 
また、クレジットカードの安全な使い方ができ、お得なポイントが還元される会員制サー

ビス「ウェブマネー ウォレット＋（プラス）」が銀行口座からのチャージに対応するととも
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に効率的な会員獲得キャンペーンの実施により登録者数が拡大しました。 

以上のような決済額とユーザー数拡大により、売上高は順調に推移し、当四半期累計期間

では、売上高は 39,479 百万円（通期計画に対する達成率 103.1％）となりました。 
利益面では、営業利益は 462 百万円（通期計画に対する達成率 118.5％）、経常利益は 481

百万円（通期計画に対する達成率 117.3％）、当期純利益は 81 百万円（通期計画に対する達

成率 162.3％）となりました。 
なお、銀行口座を利用した即時決済サービス「Debit@（デビタ）」の当事業年度中の終了

による事業整理損 284 百万円などを特別損失として計上しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）年度末時点における今期事業計画の達成状況 

①加盟店拡大及びユーザー拡大 
新規加盟店の獲得においては、今後も高い成長が期待されるデジタルコンテンツ市場での

加盟店獲得を積極的に行い、当四半期において新たに 16 社獲得し、契約加盟社数は 1,885
社（通期計画に対する達成率 114.2％）となりました。 
また、既存加盟店においては、ユーザー向けキャンペーン企画 82 件を実施することにより、

加盟店との連携を強め、決済額の拡大を図りました。 
その結果、当四半期累計期間における決済額は 38,673 百万円（通期計画に対する達成率

102.7％）となりました。 
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（注）契約加盟社数の増加が、当社の収益に直接寄与しない場合がございます。 

 
②ユーザーの利便性向上のための施策 
当社は、ユーザーの利便性を向上させ、会員制サービス「ウェブマネー ウォレット」、「ウ

ェブマネー ウォレット＋（プラス）」の登録者数を伸長させることで、デジタルコンテンツ

市場における当社シェアの拡大を図っております。 
当四半期においては、ＩＤとパスワードだけで「安全」かつ「便利」にお支払いができる

会員制サービス「ウェブマネー ウォレット」を基軸に、10 月に開始したインターネットで

安全にクレジットカードが使え、お得なポイントが還元される「ウェブマネー ウォレット＋

（プラス）※」の銀行口座からのチャージに対応しました。加えて、既存加盟店と協力し特

別限定アイテムの充実と、効率的な会員獲得キャンペーンを実施しました。 
以上により、登録者数は順調に伸長し、当四半期において、10.5 万人増加し、全体で 94.5

万人（通期計画に対する達成率 145.3％）となりました。 
 

※「ウェブマネー ウォレット＋（プラス）」とは： 
ID とパスワードだけでお支払いができるお得なサービス。クレジットカードおよび銀行口座からオンライン

チャージが可能。さらに特別限定アイテムと交換可能な専用ポイントが還元される。 
詳細 URL：http://www.webmoney.jp/service/walletplus/walletplus.html 
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（注）登録者数の増加が、当社の収益に直接寄与しない場合がございます。 

 
③販売形態の多様化のための施策 

電子マネー「WebMoney」は、コンビニエンスストアや家電量販店の店頭販売に加え、ク

レジットカードや銀行口座からチャージできるオンライン販売など、販売形態の多様化を図

っております。 
店頭販売では、９月に開始した国内最大級のオンラインゲームポータルとのパートナーブ

ランド電子マネーが寄与しました。 
また、オンライン販売にも注力し、クレジットカードの安全な使い方ができる「ウェブマ

ネー ウォレット＋（プラス）」について、２月には銀行口座からのチャージに対応いたしま

した。 
以上の結果、当四半期累計販売比率は、店頭販売 91.1％（平成 20 年３月期実績 90.4％）、

オンライン販売 8.9％（平成 20 年３月期実績 9.6％）となりました。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（注）販売形態の多様化が、当社の収益に直接寄与しない場合がございます。 
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３．今後の事業計画達成の見通し 
 

今後の事業計画の見通しにつきましては、同時に発表しております「平成 22 年３月期～ 
平成 24 年３月期 マイルストーン開示に係る事業計画について」をご参照下さい。 

 
【参考資料】 
①平成 21 年３月期～平成 23 年３月期 マイルストーン開示に係る事業計画の修正について 

（平成 21 年５月 13 日付発表文）本日別途開示しております。 

②平成 21 年３月期～平成 23 年３月期 マイルストーン開示に係る事業計画の修正について 

（平成 20 年 11 月 17 日付発表文）文末に添付しております。 

 

以上 
 
 
 
 
 

 本開示資料は、投資者に対する情報提供を目的として将来の事業計画等を記載したものであって、投資勧誘を目

的としたものではありません。当社の事業計画に対する評価及び投資に関する決定は投資者ご自身の判断において

行われるようお願いいたします。 

また、当社は、事業計画に関する業績目標その他の事項の実現・達成等に関しその蓋然性を如何なる意味におい

ても保証するものではなく、その実現・達成等に関して一切責任を負うものではありません。 

本開示資料に記載されている将来に係わる一切の記述内容（事業計画に関する業績目標も含みますがそれに限ら

れません。）は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の判断に基づくものであり、将来の経済環境の変化等

を含む事業計画の前提条件に変動が生じた場合その他様々な要因の変化により、実際の事業の状態・業績等は影響

を受けることが予想され、本開示資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。 
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平成 21 年３月期～平成 23 年３月期 マイルストーン開示に係る事業計画の修正について 

 
平成 20 年 11 月 17 日 

上場会社名 株式会社ウェブマネー （コード番号：２１６７ ＮＥＯ）

（ＵＲＬ http://www.webmoney.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表取締役社長兼最高執行役員 古谷彰男  
              取締役兼執行役員管理部長   新井庸介     ＴＥＬ：（03）5733－8128 
 
 
平成 20 月 11 月 11 日付「特別損失計上に関するお知らせ」及び「業績予想修正に関するお知

らせ」にて公表しました通り、一部サービス終了による事業整理損等の特別損失の計上と、当社

加盟店動向及び販売コスト低減施策の遅れを勘案し、業績目標の修正を行い、マイルストーン開

示に係る事業計画について、下記の通り修正いたします。 
 

以下の記載事項は、平成 20 年 11 月 17 日付発表文と同一の内容であります。 

 
１．今後の業績目標（平成 21 年３月期～平成 23 年３月期） 
【修正前】 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 21 年 3 月期（計画） 40,700 670 670 450

平成 22 年 3 月期（目標） 48,000 720 720 430
平成 23 年 3 月期（目標） 55,000 830 830 510
 
【修正後】 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 21 年 3 月期（計画） 38,300 390 410 50

平成 22 年 3 月期（目標） 43,000 500 515 355
平成 23 年 3 月期（目標） 50,000 635 650 415
（注）平成 21 年３月期については、費目ごとに設定した予算に基づく計画値を、平成 22 年３月期以

降については、市場動向や業容拡大の見通し等を加味した目標値を、それぞれ記載しております。 
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■各事業年度における業績目標の概要 

 
（１）平成 21 年３月期 

前回計画である売上高 40,700 百万円、営業利益 670 百万円、経常利益 670 百万円、当期

純利益 450 百万円を、①上期のパートナーブランドによる電子マネーの販売は好調だったも

のの、加盟店の決済動向を分析した結果、新規大型タイトルがないことを考慮し、下期の決

済額は緩やかな成長と見込んだことによる売上高の減少、②販売コスト低減施策として、オ

ンライン販売比率を 17.5%に引き上げる計画の実施及び販売チャネルの取引条件見直しの遅

れを見込んだことによる利益率の低下、③サービス利用の現状及び今後の動向を勘案し、ユ

ーザー獲得が当社計画を大幅に下回り、一部サービスの当事業年度中の終了を決定したこと

による減損処理に伴う事業整理損等の特別損失の計上などにより、売上高 38,300 百万円、営

業利益 390 百万円、経常利益 410 百万円、当期純利益 50 百万円に業績修正をいたしました。 
なお、詳細につきましては、平成 20 年 11 月 11 日付「特別損失計上に関するお知らせ」

及び「業績予想修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 
（２）平成 22 年３月期・平成 23 年３月期 

当社のマイルストーン計画は、デジタルコンテンツ市場及び加盟店の決済動向を踏まえ、

前年実績をベースに当事業年度の決済額の成長率及び各販売チャネルの販売比率を想定し算

出しております。 
前回計画では、平成 22 年３月期は、売上高 48,000 百万円、営業利益 720 百万円、経常利

益 720 百万円、当期純利益 430 百万円、平成 23 年３月期は売上高 55,000 百万円、営業利益

830 百万円、経常利益 830 百万円、当期純利益 510 百万円でしたが、①前年からの決済動向

を考慮し、決済額の緩やかな成長を見込んだことによる売上高の減少、②平成 21 年３月期に

開始した新規サービスによりオンライン販売比率を拡大させ、平成 22 年３月期より販売チャ

ネルの取引条件の見直しを実施し、販売コストの低減を行い利益率の改善を図ります。しか

しながら、新規サービスと取引条件見直しの実施時期が遅れたことによる影響を勘案し、オ

ンライン販売比率は、平成 23 年３月期で 22.0%を計画しておりましたが、21.5%に修正して

おります。 
以上の結果、平成 22 年３月期は、売上高 43,000 百万円、営業利益 500 百万円、経常利益

515 百万円、当期純利益 355 百万円、平成 23 年３月期は売上高 50,000 百万円、営業利益 635
百万円、経常利益 650 百万円、当期純利益 415 百万円と修正いたしました。 

 
 

２．各事業年度の計画達成のための前提条件に係る事項 
 （１）マイルストーン開示に係る事業計画策定の背景 

前回の計画から修正はありません。 
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 （２）マイルストーン開示に係る事業計画の概要 
 【加盟店拡大及びユーザー拡大のための施策】 

前回の計画から、本施策の内容に変更はありません。 
しかしながら、現在の当社加盟店の決済動向を勘案し、決済額の修正を行っております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【ユーザーの利便性向上のための施策】 
前回の計画から、本施策の内容に変更はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（注）契約加盟社数の増加が、当社の収益に直接寄与しない場合があります。 

当社業績目標より 

（注）「ウェブマネー ウォレット」登録者数の増加が、当社の収益の増加に直接寄与しない場合があります。
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【販売形態の多様化のための施策】 
本施策については、下記の通り、修正を行っております。 
現在、「WebMoney」の販売は、コンビニエンスストアや家電量販店の店頭販売に加え、当

社 Web サイト上でクレジットカードやオンラインバンキングを代金支払いに利用したオン

ライン販売を行っております。 
今後は、オンライン販売の拡充に加え、多様な販売形態の開発・構築を行うことにより、

販売コストの低いチャネルの販売比率を高めていくとともに、ユーザーへの販売機会増大を

図ってまいります。 
また、一部サービスを、利用促進が振るわないため今期末までに終了することにいたしま

した。現在、当社と提携先企業の間で、サービス終了の告知等につき調整中であるため、公

表することができません。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（３）マイルストーン開示に係る事業計画達成のための基本方針 

事業達成のための基本方針には、修正はありません。 
 

（４）マイルストーン開示に係る事業計画達成のための組織体制 
本事業計画達成のため組織体制の変更を行っております。 
「加盟店拡大」に関して変更ありません。事業企画部の廃止に伴い、「販売形態の多様化」

については、営業部が担う体制に変更し、「ユーザー利便性の向上」については、開発部が担

う体制に変更しております。 
 
３．事業開発方針 

   事業開発方針に修正はありません。 
以 上 

 
 
 
 
 
 

 本開示資料は、投資者に対する情報提供を目的として将来の事業計画等を記載したものであって、投資勧誘を目

的としたものではありません。当社の事業計画に対する評価及び投資に関する決定は投資者ご自身の判断において

行われるようお願いいたします。 

また、当社は、事業計画に関する業績目標その他の事項の実現・達成等に関しその蓋然性を如何なる意味におい

ても保証するものではなく、その実現・達成等に関して一切責任を負うものではありません。 

本開示資料に記載されている将来に係わる一切の記述内容（事業計画に関する業績目標も含みますがそれに限ら

れません。）は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の判断に基づくものであり、将来の経済環境の変化等

を含む事業計画の前提条件に変動が生じた場合その他様々な要因の変化により、実際の事業の状態・業績等は影響

を受けることが予想され、本開示資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。 

（注）販売形態の多様化が、当社の収益の増減に寄与しない場合があります。 


