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平成 22 年３月期 第３四半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） 

平成 22 年 2 月 10 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  
              取締役総務部・経理部担当 大年寿子       ＴＥＬ：（03）5733－8128 
 
 
 平成 21 年５月 13 日発表のマイルストーン開示に係る事業計画の当第３四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．当第３四半期末時点における今期事業計画の達成状況 

（単位：百万円） 

 
【今期事業計画の達成状況に関する定性的情報等】 
 （１）当第３四半期の総括 

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

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

Ｃカード型電子マネーでは必須の専用リーダー／ライターを必要としないので「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

などのデジタル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、有力新規タイトルが

リリースされるなど、成長を続けております。 
このような市場環境の中、当第３四半期においては、オンラインゲームを始め、携帯コン

テンツ、ＳＮＳの有力加盟店での当社決済額が順調に推移、会員制サービス登録者数も拡大

いたしました。 
当社決済額が順調に推移したことにより、売上高は好調に推移し、当第３四半期では、売

上高は 33,315 百万円（通期計画に対する達成率 77.5％）となりました。 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当

期）純利益 
平成 22 年３月期 第３四半期 33,315 583 598 264

通期計画に対する進捗率 77.5% 116.7% 116.2% 74.6%

平成 22 年３月期 通期計画 43,000 500 515 355

平成 21 年３月期 通期実績 39,479 462 481 81
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利益面では、売上高の拡大等により、営業利益は 583 百万円（通期計画に対する達成率

116.7％）、経常利益は 598 百万円（通期計画に対する達成率 116.2％）、当期純利益は 264 百

万円（通期計画に対する達成率 74.6％）となりました。 
 
（２）当四半期末時点における今期事業計画の達成状況 

① 加盟店の新規開拓と積極的な販売促進支援 

当第３四半期累計期間においては、携帯コンテンツを始めとした、デジタルコンテンツサ

ービスを提供する 234 社を獲得し、加盟店総数は 2,119 社（通期計画に対する進捗率 88.3%）

となりました。また、加盟店との連携強化と、有力加盟店が提供するサービスの販売促進を

目的とし、加盟店オリジナル WebMoney カードのユーザー向けプレゼントなど、共同キャン

ペーンを実施いたしました。デジタルコンテンツ市場は、今後も高い成長が期待でき、積極

的な新規加盟店獲得と、積極的な販売促進支援を行うことで、決済額は 31,935 百万円（通期

計画に対する進捗率 75.3%）となり順調に推移しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）加盟店総数の増加が、当社の収益に直接寄与しない場合がございます。 
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② デジタルコンテンツ市場活性化のための施策 

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が、当社が市場

活性化施策を実施することによって、さらなる需要拡大が見込めるものと考えております。 
当第３四半期においては、12月には、「オンラインゲームをモット楽しく」をコンセプト

に、オンラインゲームファンが運営会社と直接交流できる国内最大級のライブイベント

「ONLINE GAME messe. 2009（オンラインゲームメッセ）」を秋葉原にて開催するととも

に、ユーザー自身の一般投票によって、その年最も愛されたゲームタイトルを選ぶオンライ

ンゲームの祭典「WebMoney Award」を実施しました。 

また、９月に開始したインターネット広告企業と提携し、映像を見るだけで「WebMoney」
と交換できるポイントが貯まる映像広告ソリューションサービス「manna（マナ）」の利用

者拡大を目的としたキャンペーンを実施し、12月末の利用者数は９万人となりました。 
さらに、個人間電子マネー取引活性化を目指し、個人が提供するサービスに対し

「WebMoney」でお支払いができる「速フリ」や、個人のブログや活動を「WebMoney」を

使って応援できる「ぷちカンパ」の利用拡大に向けたキャンペーンを実施しました。 
当社は、「楽しさ」という価値を創造する企業として、ブランディングの確立を目指すと

ともに、デジタルコンテンツ市場の活性化に努めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】・株式会社富士キメラ総研  研究開発本部 第三研究開発部門 調査・編集 
「2009 ブロードバンド・ビジネス市場調査総覧」 
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③ ユーザー利便性の向上と販売機会拡大のための施策 
現在、「WebMoney」は、コンビニエンスストアなどの店頭販売を主としております。加え

て、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を行っております。 
当第３四半期における会員制サービスは、「WebMoney」を購入するとお得なポイントが高

倍率で還元されるキャンペーンを実施しました。その結果、登録者数は順調に拡大し、119.7
万人（通期計画に対する進捗率 98.8%）となりました。 
引き続き、利用シーンに対応した多様な販売形態を開発・構築し、利便性の向上と販売機

会拡大を図ってまいります。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（注）投票数の増加が、当社の収益に直接寄与しない場合がございます。 

（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。 
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（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 
当社決済サービスの主力分野であるデジタルコンテンツ市場、特にオンラインゲーム市場

においては、今後とも安定的な成長を見込んでおり、当社はその市場動向を加味して次のよ

うな基本方針を策定しております。 
 
① 新規加盟店の開拓と加盟店におけるユーザー向けキャンペーン企画の共同推進等によ

る連携を行い、デジタルコンテンツ市場での当社決済シェアの維持・拡大を図ってま

いります。 
② インターネットの世界で個人が発信するコンテンツが、全く新しいエンターテイメン

トとして市場を形成する中で、「個人間電子マネー取引」などの個人向けサービスによ

って新しい需要を開拓し、ユーザーに「楽しさ」という価値を提供することで、デジ

タルコンテンツ市場の活性化に努めてまいります。 

③ 新たなパートナーブランド電子マネーの発行、会員サービスの機能拡充、「個人間電

子マネー取引」サービスの開始など、ユーザーの利用シーンに対応した多様な販売形

態を開発・構築し、販売コストの低減による採算性の確保を行いながら、利便性の向

上と販売機会拡大を図ってまいります。 
 

（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 
当社は、IT 資本集約型のビジネス構造にあり、少数精鋭の組織体制による事業拡大が可能

であります。新規加盟店の開拓は営業部が行い、利便性を向上させるなどシステム改善につ

いては、開発部が中心に対応しております。 
さらに、「楽しさ」いう価値を創造し市場活性化を実現するために、「セールスコミュニケ

ーションプロジェクト」を発足し、経営企画部を中心に、営業部・開発部等と連携を図り、

組織横断的に対応してまいります。 
 
３．事業開発方針 

   当社の事業開発方針は、「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」にお

いて説明を行っております各項目の実現に資する事業の開発が基本となります。 
具体的には、会員制サービスである「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）」の機能向上と、「個人間電子マネー取引」など、新サービスの開発に重点

をおき、ユーザーの利便性を向上させ、新たな販売形態や新たな決済方法を提供してまいり

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 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 
 

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 
 
 

以下の記載事項は、平成 21 年５月 13 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 22 年３月期～平成 24 年３月期） 

   （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 22 年 3 月期（計画） 43,000 500 515 355

平成 23 年 3 月期（目標） 50,000 635 650 415
平成 24 年 3 月期（目標） 57,000 700 720 460
（注）平成 22 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 23 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。 
 
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 

当社は、「かんたん・安全・便利」な電子マネー「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。サーバー管理型電子マネーである「WebMoney」は、

ＩＣカード型電子マネーのような専用リーダー等の機器を必要とせず、インターネット上で

簡単なお支払手段として使用できます。また、若年層等クレジットカードを持っていないユ

ーザーでも利用でき、かつ匿名で安全に利用できるという特徴を有しております。 
当社の売上高は、当社加盟店の決済額の増加により伸長する連動関係となっており、売上

高の拡大には、新規加盟店および既存加盟店における決済額の拡大が必要であります。その

ため、当社はデジタルコンテンツ配信会社及び物品販売サイト運営会社等と幅広く加盟店契

約を締結し、決済額の拡大に努めております。 
当社決済額のうち８割を占め主力分野であるオンラインゲーム、音楽配信及び映像配信な

どのデジタルコンテンツの需要は引き続き拡大しております。ただし、世界的な不況の影響

を受けるリスクを残しており、慎重な経営判断が必要であります。 

このような経営環境において、当社自身が幅広いユーザー層にインターネットにおける「楽

しさ」という価値を創造し、デジタルコンテンツ市場の需要拡大を図ることが最大の課題で

あると認識しております。 
今後もオンラインゲームを中心とするデジタルコンテンツ市場の拡大に加え、携帯コンテ

ンツ市場の拡大も予想されることから、当社の決済額が伸長し、売上高が拡大するものと見
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込んでおります。 
また、未使用率の低下による原価増、当社加盟店の決済手数料率の引き下げによる採算性

の低下に対し、販売手数料率の引き下げなどの経費削減努力を行い、利益の確保を行ってま

いります。 
 

（注）当社加盟店の拡大やオンラインゲーム運営会社における課金形態の変更などから、残高の

利用が進み決済額が拡大する一方で、未使用率（販売額のうち半永久的に未使用となる比率）

が低下する傾向があります。 

当社は、「WebMoney」の販売時に販売額全額を売上計上しております。当該売上高と売上

原価を期間対応させる際に、「WebMoney」の未使用残高に係る決済見積額を見積原価として

売上原価に計上しておりますが、販売後２年間（統計的分析結果に基づく最終的な未使用状

態の固定化に要する年数）を経過した未使用残高は使用される可能性が低いことから、当該

見積原価から控除しております。したがいまして、未使用残高の減少は売上原価を増加させ

る要因となります。 

 

（２）マイルストーン開示に係る事業計画の概要 
① 加盟店の新規開拓と積極的な販売促進支援 

現在インターネット上には、さまざまな新サービスが登場しており、デジタルコンテンツ

市場は拡大を続けております。当社の決済額の８割はオンラインゲームが占めておりますが、

決済額の中でも特に成長が著しい携帯コンテンツや巨大市場であるＥＣ物販などの加盟店を、

幅広く獲得することに注力してまいります。 
また、既存有力加盟店が提供するサービスの販売促進を目的とした共同キャンペーンを実

施することで既存加盟店との連携を強め、決済額の拡大を図ってまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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。 
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② デジタルコンテンツ市場活性化のための施策 

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が、当社が幅広

いユーザー層にインターネットにおける「楽しさ」という価値を創造することによって、さ

らなる需要拡大が見込めると考えています。 
その一環として、“USER’s VOICE” for Internet Lifeをコンセプトに、ユーザー自身の一

般投票によって、その年最も愛されたゲームタイトルを選ぶオンラインゲームの祭典

「WebMoney Award」を開催しております。前回は11万票を超える投票をいただき、その規

模は毎年拡大し、オンラインゲームの素晴らしさを世の中に伝えてまいりました。今後もそ

のような活動を通じ、ユーザーに「楽しさ」という価値を提供し、デジタルコンテンツ市場

の活性化に努めてまいります。 
また新たな動きとして、インターネットの世界では個人が発信するコンテンツが、全く新

しいエンターテイメントとして市場を形成しつつあります。当社はこれまでの法人向け

（B2B）サービスに加えて、個人向け（B2C）サービスに取り組み、個人が提供するサービ

スの代金を電子マネー「WebMoney」で受け取ることができる「個人間電子マネー取引」を

推進してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】・株式会社富士キメラ総研  研究開発本部 第三研究開発部門 調査・編集 
「2009 ブロードバンド・ビジネス市場調査総覧」 
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（注）投票数の増加が、当社の収益に直接寄与しない場合がございます。 

 
③ ユーザー利便性の向上と販売機会拡大のための施策 

現在、「WebMoney」は、コンビニエンスストアや家電量販店などの店頭販売を主として

おります。加えて、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を行っ

ております。 
特に前事業年度には、国内最大手ゲームポータルと提携し、パートナーブランド電子マネ

ーの販売を行い、その販売額は好調に推移しております。また、ユーザー獲得のため「ウェ

ブマネー ウォレット＋(プラス)」等の会員制サービスのオンライン販売にも注力いたしまし

た。 
今後は、新たなパートナーブランド電子マネーの発行、会員制サービスの機能拡充、個人

間電子マネー取引サービス開始など、ユーザーの利用シーンに対応した多様な販売形態を開

発・構築し、利便性の向上と販売機会拡大を図ってまいります。 
 なお、これまで販売形態の構成比率を計数として提示しておりましたが、パートナーブラ

ンド電子マネーの発行により店頭販売が拡大傾向にあるため、比率の計数表記は今事業年度

より削除しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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。 
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（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 
当社決済サービスの主力分野であるデジタルコンテンツ市場、特にオンラインゲーム市場

においては、今後とも安定的な成長を見込んでおり、当社はその市場動向を加味して次のよ

うな基本方針を策定しております。 
 
① 新規加盟店の開拓と既存加盟店におけるユーザー向けキャンペーン企画の共同推進等

による連携を行い、デジタルコンテンツ市場での当社決済シェアの維持・拡大を図っ

てまいります。 
② インターネットの世界で個人が発信するコンテンツが、全く新しいエンターテイメン

トとして市場を形成する中で、「個人間電子マネー取引」などの個人向けサービスによ

って新しい需要を開拓し、ユーザーに「楽しさ」という価値を提供することで、デジ

タルコンテンツ市場の活性化に努めてまいります。 
③ 新たなパートナーブランド電子マネーの発行、会員サービスの機能拡充、個人間電子

マネー取引サービス開始など、ユーザーの利用シーンに対応した多様な販売形態を開

発・構築し、販売コストを低減し採算性の確保を行いながら、利便性の向上と販売機

会拡大を図ってまいります。 
 

（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 
当社は、IT 資本集約型のビジネス構造にあり、少数精鋭の組織体制による事業拡大が可能

であります。新規加盟店の開拓は営業部が行い、ユーザー利便性を向上させるなどシステム

改善については、開発部が中心に対応しております。 
さらに、今後のマイルストーン実現のため、新たに「楽しさ」いう価値を提供する事業を

推進するために、「セールスコミュニケーションプロジェクト」を発足し、経営企画部を中心

として、営業部・開発部等と連携を図り、組織横断的に柔軟に対応してまいります。 
 
３．事業開発方針 

   当社の事業開発方針は、「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」にお

いて説明を行っております各項目の実現に資する事業の開発が基本となります。 
具体的には、会員制サービスである「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)」の機能向上と、個人間電子マネー取引など新サービスの開発を重点におき、ユ

ーザーの利便性を向上させ、新たな販売形態や新たな決済方法を提供してまいります。 
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。 


