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情報革命で人々を幸せに
─技術の力で、未来をつくる─



KEY PERSON INTERVIEW

　イービジネスサービス事業部は、お客様
のオンラインビジネス展開を加速させる
ソリューションやサービスをご提供してお
ります。ECサイト運営・構築に加え、
Webアクセス解析、Webコンサルティン
グ、コンテンツ管理システム、Webビジネス
インテリジェンス、Webフォントサービスといっ
た各種サービスをトータルで支援してまいります。
　当期は、東アジア向けECサービスの積極展開
を実施いたしました。
　さらに、Webアクセス解析サービスではデータ
サイエンティストの拡充を行う中で、ビッグデータ
解析分野への業務拡大を推進してまいります。

　クラウドソリューション事業部は、ア
プリケーション開発からプラットフォー
ム構築までお客様にとって最適・最新な
トータルソリューションをご提案する役
割を担っております。

　当期は、ビッグデータソリューションへの取
り組み拡大を中心とした中長期的な成長に向けて、
大幅な人員体制の強化を実施いたしました。さら
に、セキュリティ事業やMicrosoftソリューション
＆サービスにおいても拡充を推進するとともに、
これまで以上に当社の売上・利益に貢献できるよ
う努めてまいります。
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取締役　常務執行役員
イービジネスサービス事業部長
兼�Webインテリジェンス本部長

青木 克志

売上高
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売上高：18,790 百万円 売上高：13,913 百万円

57.5% 42.5%

取締役　常務執行役員
クラウドソリューション事業部長
兼�営業本部長

後藤 行正

　

TOP MESSAGE

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、当社第25期（2012年4月1日〜2013年3月31日）の事業概況をご報告申し上げます。

当期におきましては、「大きな成長を遂げる」また、そのための「No.1の事業領域を創り出す」ために、

事業のサービス化、従業員の積極採用、設備投資の推進といった施策を進めてまいりました。

当社は以後も引き続き、成長戦略を推し進めていくことで、株主の皆様の期待に応えてまいりたいと考えております。

今後とも変わらぬご支援・ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

トップメッセージ

大きく成長するために
代表取締役社長CEO　阿多 親市

1株当たり配当金の状況

当社は変化の激しい環境における業績の進展を確認し、
また内部留保の充実などを勘案しながら、安定的な配当
を継続することを基本方針としております。この方針に
則り、2013年3月期は20円の普通配当を実施しました。
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BUSINESS 
HIGHLIGHT
ビジネス ハイライト
当下半期における当社サービス関連
のプレスリリース一覧です。当下半
期は、注力するビッグデータソリュ
ーション関連のほかに、省エネ見え
る化ソリューション「ミラーライフ」
や自治体向け「BCPトータルソリュ
ーション」といった新サービスの取
扱いに関しても発信することができ
ました。

2012年10月 2013年1月11月 2月12月 3月

10.9 Mobile Perfect SP BYOD
パッケージサービス提供開始

3.5 スマホのカード決済が一目で
わかる！Mobile Perfect SP 
PayPal Here連携サービスの
提供開始

3.7 キャセイパシフィック航空
様へMobile Perfect SP安否
確認・アンケートサービス
を導入

3.13 ネ ッ ト と 実 店 舗 を 結 ぶ！
新ネットスーパーサービス
の提供開始

3.21 FONTPLUSにおいて 韓国
ミンスンインフォメーショ
ンサービス社と業務提携

3.26 自治体のBCP対策を強力バ
ックアップ！ BCPトータル
ソリューションの提供開始

3.28 テイクアンドギヴ・ニーズ
様へオンラインサービスゲ
ートを導入

PICK UP 1 PICK UP 2
スマートデバイスで業務もスマートに

Mobile Perfect SP
「簡単」・「あんしん」に社外から社内ファイルへのアクセスを可能に

ダイレクトアクセスソリューション
マートデバイス上で、安否確認、アンケート、営業支援、
社内SMS、勤怠管理といった機能を安価で簡単に利用で

きるサービスとして、2012年に提供開始。これまで6つのサー
ビスと3つのサービスパックをリリースし、スマートデバイスの
活用による業務効率化を支援してきました。

ブレット端末を通じ、社外から社内ファイルサーバーや
自席PCなどへよりセキュアなアクセスを可能にするため

に、社内にあるドキュメントの閲覧を可能にするソリューショ
ン　DirectPODと端末認証・端末管理（MDM）とを組み合わせ
た「ダイレクトアクセスソリューション」の提供を開始しました。

　アスクル株式会社は日用品などを中心とした個人向け通販サイト
「LOHACO」の立ち上げに際し、Webサイトのアクセス解析やA/Bテ
ストなどにおいて、より幅広いデータを活用してデジタルマーケティ
ングを最適化するためのツールとしてSaaS型のマーケティングツール
「Adobe�Marketing�Cloud」の分析ツール「Adobe�SiteCatalyst」
及びテストターゲティングツール「Adobe�Test�and�Target」ならび
に当社のWebコンサルティングサービス「SIGNAL」を導入。
　当社は技術ノウハウを活かし、ECサイトにおいて重要となる分析
視点を網羅した上でおよそ3カ月での短期導入を実現したと共に、EC
サイトにログインしている会員の行動
だけでなく、すべてのサイトの訪問者
における閲覧回遊データを追うことに
より、迅速なWebサイト改善案の策定
及び実施が可能となりました。

11.1 BCP対 策 と し て、 当 社 の 社 内
PC300台を仮想デスクトップへ移
行

11.8 スマホワンタッチで勤怠入力！
Mobile Perfect SP 営業支援サ
ービスの提供開始 PICK UP 1

11.19 Online Service Gateの拡販にお
いて、システックス社と業務提携

11.21 ノーツからOffice 365、SharePoint
へ!
Notesマイグレーションサービスの
提供開始

11.28 社内のシステム資産ゼロを実現！
ADFS on Cloudの提供開始へ

12.3 社内資料にダイレクトアクセス！
ダイレクトアクセスソリューショ
ンの提供開始 PICK UP 2

12.10 PLUS ジョインテックスカンパニ
ー様へMobile Perfect SP 営業
SFAサービスを導入

12.11 ビームス様へWebフォントサー
ビス FONTPLUSを導入

12.13 専門団体による地震予測を配信！
Mobile Perfect SP 地震予測オ
プションの提供開始 

12.17 フラッシュストレージでビッグデ
ータ処理が50倍に加速！ マイク
ロソフトSQL サーバー SSD アプ
ライアンスの提供開始 

12.20 ビッグデータの超・高速処理で経
営スピードも高速化！ALTIBASE
アプライアンスにSupermicro社
製サーバーを採用

1.16 ソフトバンクモバイル様の脆弱性
監視システムへ Supermicro社製
サーバーを導入

1.16 Supermicro社製サーバー拡販に
おいて米国Cloudera社と業務
提携

1.17 ジェイアイエヌ様のスペシャルコ
ンテンツサイトへWebフォント
サービス FONTPLUSを導入

1.28 IDCフロンティアと提携し、EC
サイト構築支援パッケージサービ
スEC Stage クラウドパックの販
売開始

2.5 アスクル様へアドビデジタルマー
ケティングツールとSBTコンサル
ティングサービスを導入

2.6 マクニカネットワークスと連携
し、セガ様へアルバネットワーク
ス社製無線LANシステムを導入

2.7 日本電産様のコーポレートサイト
にSitecore CEPを導入

2.21 SNSデータを分析活用！
キューブイソースの提供開始

2.27 オフィスや工場の省エネを支援す
る！ミラーライフの提供開始

2.28 電通レイザーフィッシュ様のコー
ポレートサイトにWebフォント
サービス FONTPLUSを導入

INTRODUCTION EXAMPLE 導入事例 ─ アスクル株式会社

　本案件においては、PC・スマートフォンサイト、スマ
ートフォンアプリへのユーザのアクセスを同じ指標、粒度
で分析できるよう設計を行った上ですべてのサイトにサー

ビスを導入する必要があり、かつ、非常に短期間での導入が求められ
ました。今回、当社のノウハウを結集したWebコンサルティングサー
ビス「SIGNAL」をご利用頂いたことで、本来であれば半年から1年かか
るすべてのサイトへの導入を3カ月で実現することができました。
　「LOHACO」へのすべての訪問者において、購入検討の際にどこで離
脱したか、購入者がどの機能をより多く利用しているかなどのアクセス解
析データから改善箇所を迅速に発見することができ、日々のサイト改善に
対して大きく貢献できていると思います。

SIGNALについて▶当社が提供を行う「SIGNAL」はAdobe®Site�
Catalyst®の豊富な導入実績を活かし、導入から解析レポートの使用
方法や、効果的な施策の提案まで行う、Webサイト最適化のトータル
サポートを行うWebコンサルティングサービスです。

Adobe® SiteCatalyst® 及び当社のWebコン
サルティングサービス「SIGNAL」を個人向け日
用品ECサイト『LOHACO』に導入

「LOHACO」トップページ

ス タ
VOICE

　「ワンコイン（月額100円）で簡単にスマートデバイスを活用で
きるサービス」というコンセプトを掲げ、ユーザー目線で誰でも
簡単に使えるシンプルなサービスの開発を心がけています。
今後、市場の拡大とともに、Mobile�Perfect�SPが、スマート
デバイス業界をリードできるクラウドサービスとなれる
よう、継続的に新しいサービスを提供していきます。

クラウドソリューション事業部
営業本部　セールスマネージャー

兼�M-SOLUTIONS株式会社�取締役

植草　学

スマートデバイス業界をリードできる
サービスを作りたいVOICE

�「ダイレクトアクセスソリューション」はオフィスのペー
パーレス化やコミュニケーションの活性化を推進するソリ
ューションです。今後も、タブレット端末の「簡単・あん
しん」に活用した新しいワークスタイルの提案を行うこと
で、これまで以上に、ビジネスシーンへのタブレット端末
の利用促進に貢献していきたいと考えています。

クラウドソリューション事業部
プラットフォーム技術本部　セキュリティ技術部

尾竹　将維

ビジネスシーンでのタブレット端末の
利用促進に貢献していきたいVOICE

■：イービジネスサービス事業関連
■：ソリューション事業関連

イービジネスサービス事業部　Webインテリジェンス本部
データサイエンス部　コンサルティングサービス

シニアWebコンサルタント

橋本　翔
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所有者別持株比率（2013年3月31日現在）

■金融機関 5.50%
■金融商品取引業者 1.31%
■その他国内法人 51.00%
■外国法人等 5.92%
■個人・その他 27.23%
■自己株式 9.04%

株主数
4,626名

会社概要（2013年3月31日現在）

商号 ソフトバンク･テクノロジー株式会社
本店所在地 東京都新宿区西五軒町13番1号
事業所 飯田橋オフィス（本社）、汐留オフィス、

汐留開発ベース、大阪オフィス、名古屋オフィス、
福岡支社、台湾支店

事業内容 イービジネスサービス事業および
ソリューション事業

ホームページ http://www.softbanktech.co.jp/
資本金 634,555千円
従業員数 484名（連結）　457名（単体）　
主な子会社 M-SOLUTIONS株式会社

役 員（2013年3月31日現在）

代表取締役社長 阿多�親市
取締役 石川�憲和
取締役 桐榮�誠一
取締役 志水�直樹
取締役 青木�克志
取締役 佐藤�光浩
取締役 後藤�行正

常勤監査役 岩瀬�岑生
監査役 佐野�光生
監査役 後藤�芳光
監査役 三木�雄信

株式の状況（2013年3月31日現在）

発行可能株式総数 42,560,800株
発行済株式の総数 10,640,200株
株主数 4,626名

大株主（2013年3月31日現在）
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

ソフトバンク株式会社 5,367,500 55.45
ビービーエイチ�フオー�フイデリテイ�ロー�プライスド�ストツク�
フアンド（プリンシパル�オール�セクター�サブポートフオリオ） 375,000 3.87

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 161,000 1.66
石川�憲和 120,000 1.23
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 89,500 0.92
山田�勝男 60,000 0.61
金子�博昭 50,000 0.51
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口1） 45,000 0.46
日本証券金融株式会社 44,900 0.46
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口6） 41,000 0.42

11月

9月
8月

今後のIRスケジュール（予定）

編集後記

2013年
7月

10月

1 株券電子化に伴い、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い合せください。株主名簿
管理人（みずほ信託銀行）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
行が口座管理機関となっておりますので、下記連絡先（三菱UFJ信託銀行）にお問
い合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。�

� （特別口座管理機関　連絡先）� 三菱UFJ信託銀行�証券代行部　
� � 〒137-8081�東京都江東区東砂七丁目10番11号
� � TEL.0120�-232-711（フリーダイヤル）
3 未受領の配当金につきましては、みずほ信託銀行本支店、みずほ銀行本支店およ
びみずほ証券本支店でお受付けいたします。

株主メモ

事業年度 ４月１日から翌年３月31日まで
期末配当金基準日 3月31日
定時株主総会 毎年６月
株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
同連絡先 みずほ信託銀行　証券代行部

〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
TEL.0120-288-324（フリーダイヤル）

上場取引所 東証第一部（コード番号�4726）
公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。ただ

し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
掲載ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
http://www.softbanktech.co.jp/

12月

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 飯田橋ビル3号館8階
TEL 03-5206-3300（代表）　
URL http://www.softbanktech.co.jp/
お問い合わせ先 経営企画部　
MAIL sbt-ir@tech.softbank.co.jp
※記載されている会社名、ロゴ、製品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

下旬 第１四半期決算発表

下旬 第２四半期決算発表

上旬 上半期株主通信発行

VOICE

　株主の皆様、はじめまして。株主通信の制作を担当している経営企画
部です。私たちは、当社のプレスリリース配信などを通じて、大きく成
長を遂げようとしている「当社のいま」を皆様に伝える業務を行ってい
ます。今後も株主の皆様とよりよい関係が築けるよう、皆様がご興味を
持っていただける情報を、数多く提供していきたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

お知らせ

（注）持株比率は、自己株式（961,890株）を控除して計算しております。

経営企画部
篠原れんか

経営企画部
杉本美穂子

経営企画部
皆口朋美


