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平成 23 年３月期 第２四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 11 月 10 日 

上場会社名 株式会社ウェブマネー （コード番号：２１６７）

（ＵＲＬ http://www.webmoney.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表取締役社長        吉田眞市  
              取締役管理部担当 大年寿子       ＴＥＬ：（03）5733－8128 
 
 
 平成 22 年 11 月 10 日発表のマイルストーン開示に係る事業計画の当第２四半期末時点におけ
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２四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２四半期の総括 

当社は、サーバ管理型電子マネー「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。「WebMoney」は、①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」③ＩＣ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おります。 
インターネットのデジタルコンテンツ市場は、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、既存タイトルの人気

継続と新規タイトルが発表される等、堅調に推移しております。加えて、昨年後半よりソー

シャルゲームをはじめとする携帯コンテンツの新分野が台頭し、成長を続けております。さ

らに、本年７月より携帯公式コンテンツの有力サービスで WebMoney が利用可能になる等、

当社を取り巻く環境は広がりを見せております。 
このような市場環境の中、当第２四半期における当社決済額は順調に推移し、会員制サー

ビス登録者数も拡大いたしました。 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当期）

純利益 

平成 23 年３月期 第２四半期累計 33,678 617 639 372

通期計画に対する進捗率 49.0% 67.2% 66.6% 64.3%

平成 23 年３月期 通期計画 68,700 920 960 580

平成 22 年３月期 第２四半期累計 
（前年同期） 

20,703 371 382 222
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当社決済額が順調に推移したことにより、売上高は好調に拡大し、当第２四半期累計では、

売上高は 33,678 百万円（通期計画に対する達成率 49.0％）となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利益面では、営業利益は 617 百万円（通期計画に対する達成率 67.2％）、経常利益は 639

百万円（通期計画に対する達成率 66.6％）、四半期純利益は 372 百万円（通期計画に対する

達成率 64.3％）となりました。 
 
（２）当第２四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 

デジタルコンテンツ市場は、オンラインゲームに加え、新たにソーシャルゲームをはじめ

とする携帯コンテンツを中心に成長を続けております。直近では、本年７月より携帯公式コ

ンテンツの有力サービスで WebMoney が利用可能となる等、当社が狙う新規開拓の裾野は広

がっております。当第２四半期においては、デジタルコンテンツサービスを提供する 62 社を

獲得し、加盟店総数は 2,290 社（通期計画に対する進捗率 50.7%）となりました。また、加

盟店との連携強化と決済額の拡大を図ることを目的とし、有力加盟店が提供するサービスの

販売促進キャンペーンを実施いたしました。このように積極的な新規加盟店獲得と、販売促

進支援を行うことで、決済額は 32,517 百万円（通期計画に対する進捗率 47.8%）となり順調

に推移しております。 
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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ものと考えております。 
当第２四半期では、本年８月にデジタルコンテンツユーザーのキモチから、気分に合った

サイトを検索できる新感覚のキモチのコミュニティ「enjoy.seeds」を立ち上げました。同年

９月には、国内ゲームが集まる最大規模の祭典「東京ゲームショウ2010」に出展、当社が中

心となりオンラインゲーム運営会社とともにオンラインゲームの楽しさを伝え、新たなユー

ザーの獲得に努めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【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 
「2010 ブロードバンド・ビジネス市場調査総覧」 

 
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、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。 

（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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当第２四半期におけるユーザーの利便性の向上施策として、ID とパスワードだけで決済可

能な「ウェブマネー ウォレット」及び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）」の会員制サービス利用者のみが対象となる新たなキャンペーンの仕組みを

構築し、サービス普及に努めました。会員制サービスの新規登録者数は順調に拡大し、本年

９月末で累計 151 万人（通期計画に対する進捗率 52.5%）となりました。また、加盟店の有

力タイトル開始に合わせたパートナーブランド電子マネーの発行を行う等、さらなる

「WebMoney」の普及に努めました。 
今後は、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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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は、安定的な成長を続けるオ

ンラインゲーム市場と、ソーシャルゲームをはじめ高い成長を続ける携帯コンテンツ市場を

中心に拡大しております。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

い需要を創出し、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。 
③  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機能拡張など、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

を努めながら、利便性の向上と販売機会拡大を図ってまいります。 
 
 

（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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（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 
本事業計画を達成するに当たっては、全社で組織横断的、かつ柔軟に対応していく必要が

あります。この柔軟な対応に向け、組織を再編し、「マーケティング企画部」が中心となり、

「メディア企画室」と「情報システム部」と連携を図りながら、加盟店の新規開拓と販売促

進支援、デジタルコンテンツ市場活性化、ユーザー利便性の向上と販売拡大を図ってまいり

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

ける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。 
 
４．当期事業計画の進捗を前提とした業績目標（平成 23 年３月期～平成 25 年３月期）の達成

の見通し 
（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 23 年 3 月期（当初計画） 
同上 （修正計画） 

55,500
68,700

770
920

810 
960 

440
580

平成 24 年 3 月期（当初目標） 
同上 （修正目標） 

63,000
79,000

950
1,050

990 
1,090 

550
630

平成 25 年 3 月期（当初目標） 
同上 （修正目標） 

70,000
88,000

1,100
1,200

1,150 
1,240 

670
720

当社の主力決済分野である PC プラットフォームを中心としたオンラインゲーム市場は既

存タイトルの人気継続と、新規タイトル開始等により、堅調に推移すると見込まれます。さ

らに、前期第３四半期から急成長したソーシャルゲームといった携帯コンテンツを中心とし

た新しい市場が成長し、今後スマートフォン等の普及によりさらなるビジネスチャンスが見

込まれます。このような市場環境の下、当社は「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」に沿った事業戦略投資を行いながら、決済額を向上させ、売上高目標の達

成に努めてまいります。 
以上のような当社を取り巻く市場環境と事業戦略を勘案し、平成 22 年５月 12 日発表の「平

成 23 年３月期～平成 25 年３月期 マイルストーン開示に係る事業計画について」にて開示

いたしました業績目標を修正しております。 
修正の内容につきましては、本日発表の「平成 23 年３月期～平成 25 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」をご覧下さい。 
 

【参考資料】  
「平成 23 年３月期～平成 25 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」は、平成 22 年 11 月 10 日開示の文書をご参照下さい。 
「平成 23 年３月期～平成 25 年３月期 マイルストーン開示に係る事業計画について」は、

平成 22 年５月 12 日開示の文書をご参照下さい。 
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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。 


