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財務ハイライト　Financial Highlights

第14期（2009年12月期）

連 結 売 上 高  7,913百万円
（前年同期比　△5.6％）

連結営業利益   1,840百万円
（前年同期比　△7.6％）

〈売上高〉

0

2,000

8,027
8,444 8,380

7,913

6,000

4,000

8,000

10,000
（百万円）

第10期
（2005.12）

連結

第11期
（2006.12）

連結

第12期
（2007.12）

連結

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

6,859

〈営業利益・経常利益〉

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
第10期

（2005.12）
連結

第11期
（2006.12）

連結

第12期
（2007.12）

連結

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

1,5921,576

（百万円）
営業利益
経常利益

1,8901,869 1,8681,8401,7331,712

2,0421,992

〈営業利益率〉

0

10

20

30

第10期
（2005.12）

連結

第11期
（2006.12）

連結

第12期
（2007.12）

連結

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

（％）

25.0

19.6
22.1

23.8 23.3



1

　日本ベリサインは、1996年の設立以来、インター

ネットにおいて「相手が本物であることを確認し、通

信を暗号化によって守る」認証事業を当社の強みと

して手がけてまいりました。世界のベリサイング

ループの中で、米国ベリサインと当社は、グループの

双発エンジンとして、協力体制のもと認証事業を中

心とした業容拡大に取り組んでいます。

　第14期となる2009年12月期決算については、景気

低迷が続く中、企業のセキュリティ関連の投資が抑

制された影響もあり、連結売上高は7,913百万円（前

年同期比△5.6％）、連結営業利益は1,840百万円（前

年同期比△7.6％）でした。第3四半期決算において、

グループ子会社のサイトロックの「のれん」の減損損

失を特別損失として計上した影響もあって、連結当

期純利益は45百万円（前年同期比△95.1％）となりま

した。

　2010年12月期は、当社の強みである認証事業に軸

足を置き、新サービス・商品の開発および提供に努

め、より一層の株主価値向上を目指してまいります。

代表取締役社長兼
最高経営責任者（CEO）

古市　克典
Katsunori Furuichi

私たちはこれからも

より安全なインターネット社会の

実現へ向け、挑戦し続けます。

株主の皆さまへ　To Our Shareholders
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　需要の低迷が底を打ったと判断するのは早計かも
知れませんが、2010年は企業の業績が順調に回復し、
まずは、電子商取引のウェブサイトや会員制のウェブ
サービスを立ち上げる際に必須となる、セキュリティ
関連への設備投資が回復することを見込んでいます。
　もちろん当社自身による、市場の活性化にも努めて
おり、顧客企業に対して最新のセキュリティ動向につ
いての情報提供を行うとともに、当社サービスを組み
合わせたソリューション提案にも力を入れ、顧客との
密な信頼関係を育てています。また、将来の企業活動
の要となる、社内の人材教育には重点的にリソースを
割き、企業競争を勝ち抜く技術力の底上げを図ってい
るところです。業務プロセスの整備も着実に成果をあ
げつつあります。

　私たちがふだん見ているウェブサイト、閲覧してい
るドキュメント、ダウンロードしたソフトなど、一見
どれも本物に見えますが、ひょっとすると悪意を持つ

人間が偽造・改ざんしたものかも知れません。実際に、
本物の金融機関に似せた偽造サイトを通じて、パス
ワードなどを入力させ盗み取る「フィッシング詐欺」
被害が急増していることは、新聞等でもご存知のとお
りです。　
　ウェブサイトを利用する時に、それが本物かどうか
を確認するための手段として有効なのが、当社の主力
事業のひとつである「SSLサーバ証明書」です。日本ベ
リサインでは、実在する企業であることを認証確認
し、通信を暗号化するSSLサーバ証明書を発行します。

　さらに2007年3月から提供を行っている「EV SSL
証明書」に対応したブラウザであれば、アクセスすると
ブラウザのURL（アドレス）部分が緑色になります。利
用者は、そのサイトを運営する組織が実在しているこ
と、そして通信が暗号化で守られていることを従来の
SSLサーバ証明書よりも視覚的に確認することがで
きるわけです。

　実際に、ショッピングサイト等では従来のSSLサー
バ証明書に比べ、注文数・申込数が向上したという調
査結果が多く見受けられます。
　また、導入企業にとって、安全対策により利用者の
信頼を獲得することで、企業イメージ・ブランド力を
向上させるツールとしても役立ちます。中には、商取
引を行うページだけでなくすべてのページにEV SSL
証明書を導入し、サイトの安全性をアピールしている
企業もあります。

　SSLサーバ証明書の発行のような認証事業に参入
する企業には、3つのハードルがあると考えます。まず
技術力、次に運用力、そして信用力です。いくら技術的

トップインタビュー　Interview with the CEO

Q
競合する企業に対する、
日本ベリサインの優位性とは
何でしょうか？

A
日本ベリサインの強みは、
優れた技術力、運用力に加えて、
築き上げてきた「信用力」にあります。

■EV SSL証明書
　対応サイトのセキュリティ表示

アドレスバーが緑色に変化

Internet Explorer 8を使用の場合

ウェブブラウザのアドレス部分が緑色に変化して、
暗号化されていることがひと目で分かる。

　2009年12月期は、企業の設備投資全般が伸び悩み、
セキュリティ関連への投資も抑制されたことで、当社
にとって厳しい年となりました。

Q 2009年12月期の業績をふりかえって
いかがでしょうか。

A
減収減益となったことを株主様には
深くお詫び申し上げます。
早期の業績向上へ向け、
需要の掘り起こしとともに、
基盤整備と製品力強化に努めます。

Q
日本ベリサインが手がける
「認証」事業について、
お聞かせください。

A
インターネットの中で、ウェブサイト
やユーザが「本物であることを確認し、
相互の通信を暗号化により守る」ため
の手段を提供するものです。

■ウェブサイトに提供される
　ベリサインセキュアドシール

ベリサインセキュアドシールを
クリックすると、ベリサインに
よって検証されたサイト名・管
理団体等の情報を表示。
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に優れた企業であっても、それだけでは信用の裏付け
にはなりません。日本ベリサインは1996年からSSL
サーバ証明書を提供しており、多くの顧客とインター
ネットユーザからの信頼を積み上げてきました。ま
た、世界規模で見ても、米国ベリサインは、インター
ネットの仕組みを支えるDNSのルートサーバ全13台
のうち2台を管理していることで知られています。12
年にわたって一瞬たりともシステムを止めることな
く運用を続けている実績も、ブランドの信用力の裏付
けとなっています。
　SSLサーバ証明書の分野では、通信を暗号化するだ
けの低価格のサービスがあります。当社の主力である
SSLサーバ証明書は、企業の実在証明までを行うため、
特にセキュリティ意識の高い業界や、金融機関のイン
ターネットバンキングなどでは、日本ベリサインが圧
倒的なシェアを占めています。これはベリサインの持
つ信用力の大きさの現れに他ならないでしょう。

　ここ1、2年で、クラウド・コンピューティングと呼ば

れる、「どこにいても」「どの端末からも」ウェブを通じ
てサービスが使える環境が急速に拡大しています。イ
ンターネットにつながる機器は、パソコンに限らず、
携帯電話、スマートフォン、家庭用ゲーム端末など、種
類はどんどん増加しています。こうした中、「インター
ネット上にあるウェブサイトが本物なのか」また、
サービスを提供する事業者側から見て「ログインして
いる会員は間違いなく本人なのか」を証明するための
認証はますます欠かせなくなっていきます。
　特に、金融機関のサービスや、オンラインショッピ
ングのような電子商取引では、利用者・提供者の双方
が本物であることが確認できないと、安全な利用は不

可能です。日本ベリサインが手がける認証事業は、電
気・ガス・水道と同じように、ネットワークのインフラ
の一部となる重要な技術なのです。

　インターネットを通じて利用するサービスが増え
たため、IDやパスワードの管理や使い分けに頭を悩ま
せる方はたくさんいらっしゃるのではないでしょう
か。OpenIDを発行するサイトでIDを一つ取得すれば、
他社のOpenID対応サイトでそのIDを使って簡単にロ
グインができるようになります。
　OpenIDは、日本ベリサインおよび野村総合研究所、
シックス・アパートの3社が発起人となって設立した
普及推進団体「OpenIDファウンデーション・ジャパ
ン」が、国内における普及活動を展開しています。
　今後も日本ベリサインは、新たなセキュリティ技術
の分野においても、業界をリードする企業であり続け
ます。

　クラウド・コンピューティングの大きなうねりは、
認証事業を強みとする日本ベリサインにとって、大き
なビジネスチャンスです。加えて認証の対象が、人、企
業から、ドキュメント、デバイス、ソフトウェアなどの
様々な分野へと拡大しています。認証技術の利用シー
ンも、オンラインでの金融取引や電子商取引から、イ
ンターネットを通じたサービス利用全般へと広がっ
ています。タイムリーな事業戦略でこの時流に乗り、
企業価値を高めていくことで、株主様の期待に応えて
いく所存です。どうぞ、これからも日本ベリサインに
ご期待ください。

トップインタビュー　Interview with the CEO

Q
インターネットにおける
認証事業は、これから
伸びる可能性はありますか？

A
クラウド・コンピューティングの
広がりが追い風となり、
認証への需要は確実に拡大しています。

Q
現在、日本ベリサインが
力を入れている取り組みには、
どんなものがありますか。

A
いくつものユーザIDを一つにまとめら
れる新しい技術「OpenID（オープン
ID）」の普及に取り組んでいます。

■クラウド・コンピューティングの概念

クライアント認証・サーバ認証の
膨大なトランザクションが発生

Q 最後に、株主様へのメッセージを
お願いします。
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セグメント別の概況　Segment Review

セキュリティ・サービス事業事業別売上高構成比

ITサービス・マネジメント事業

SSLサーバ証明書サービス クライアント認証サービス その他サービス
売上高構成比
66.9%

売上高構成比
23.2%

売上高構成比
3.8%

売上高構成比
6.2%

売上高 5,291百万円 売上高 1,834百万円 売上高 297百万円

売上高 489百万円

　当社事業の中核であるSSLサーバ証明書サービス
については、既存のSSLサーバ証明書よりも認証強度
の高い「EV SSL証明書」の採用が金融機関および他業
界に拡大し、エンドユーザにも浸透しています。しか
しながら、企業のIT投資の抑制、競争激化によるSSL
サーバ証明書の単価下落、景気低迷による企業ウェ
ブサイト閉鎖などが影響し、売上高は、5,291百万円
（前年同期比2.4%減）となりました。
　一方、SSLサーバ証明書の重要な販路の一つである
代理店販売につきましては、当社サービス・製品を扱
う新規の販売代理店が増加したことで、セールスは
堅調に推移しております。

　当社グループの事業は、コアコンピタンスである
認証事業を中心とする「セキュリティ・サービス事
業」、および子会社であるサイトロックが提供する
「ITサービス・マネジメント事業」で構成されており
ます。

　クライアント認証サービスについては、電子証明
書の発行に関わる業務を代行する「マネージドPKI」
を中心に、メールの改ざんやなりすましを防ぐ「セ
キュアメールID」、利用のたびに1回限りのワンタイ
ムパスワードを生成、二要素認証により認証の強度
を高める「VIP オーセンティケーションサービス」、
ユーザの通常と異なる行動パターンを検知し不正ア
クセスを防ぐ「VIP オンライン詐欺検出サービス」な
どを提供し、当社サービスの利用シーン、利用者の裾
野を拡大してまいりました。
　「マネージドPKI」は、法人向けインターネットバン
キングサービスでの採用が進む一方で、企業のIT投
資抑制の影響を受け、新規案件の獲得が不振に終わ
りました。その結果、クライアント認証サービス全体
の売上高は1,834百万円（前年同期比4.5%減）となり
ました。

　ドメインネームの登録サービス、コンサルティン
グ等を手がける当事業分野は、システムコンサル
ティング事業の規模縮
小にともない、売上高
は297百万円（前年同
期比40.0%減）となり
ました。

　SaaS型運用管理システムを中心に新規顧客の獲得
に努めましたが、従来のネットワークおよびシステ
ムのリモート運用・監
視業務サービスは既存
顧客からの減額要請が
強く売上高は489百万
円（前年同期比9.9%
減）となりました。

〈SSLサーバ証明書サービス売上高〉
（百万円）
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2009年トピックス　Topics of 2009

■国内初、オンラインゲームのユーザ向けに、
　携帯電話のブラウザを使ったクラウド型
　ワンタイムパスワードによる二要素認証を提供

12月25日

コーエーのオンラインゲーム「信長の野望 Online」「大航海時代 
Online」などで、ワンタイムパスワードとEV SSL証明書の導入が決
まりました。当社サービスの利用の機会と利用者が、あらゆるチャンネ
ルに拡大しています。

■流通BMS向け電子証明書発行サービスを開始
10月1日

経済産業省が推進する電子商取引の新仕様に適合したサービスを小
売、卸売業者向けに提供します。スーパー、百貨店、問屋などが、イン
ターネットを通じて商品の受発注など取引情報や決済情報のやり取り
に「ベリサイン BMS証明書発行サービス」を導入することで、データ
交換を行う際に接続するサーバやパソコンが正しいことを電子証明書
によって確認できます。また、やり取りされる情報も暗号化され、「な
りすまし」や「フィッシング」などを防ぎ、安心して商取引を行えます。

■OpenID技術をベースとした
高度認証サービス提供に向けた検討を開始

8月6日

電子商取引の急速な普及にともない、1回の認証手続きで複数のOSや
アプリケーションなどにアクセスできるシングルサインオンや認証セ
キュリティの高度化のニーズが高まっています。これらのニーズに対
応した高度認証サービスの導入により、通常のID・パスワードによる
認証にワンタイムパスワード認証やリスクベース認証等の認証機能を
付加した、信頼性の高いID情報連携が実現します。

■ベリサインのSHA-2対応次世代ルート証明書が
　ドコモの携帯電話に搭載

11月10日

インターネット上での認証やデジタル署名に用いられる次世代のハッ
シュ関数「SHA-2」ファミリーのハッシュアルゴリズムを実装した
ルート証明書を株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの携帯電話に提供し
ました。国内の携帯電話に搭載されるのは初となります。ベリサインが
次世代の暗号技術をリードします。

■ベリサイングループのSSLサーバ証明書が
　ドコモのケータイホームシステムに採用

9月24日

ベリサインのマネージドPKIサービスと、ベリサイングループである
日本ジオトラストのSSLサーバ証明書の採用が決まりました。「ケータ
イホームシステム」は携帯電話から各家庭の照明、エアコンなどの機器
を遠隔操作したり、留守中の来訪者をメールで通知したりすることが
できるシステムです。携帯電話と「ケータイホームシステム」間のデー
タのやり取りが暗号化され、安心です。

■ベリサインのEV SSL証明書の採用銀行数が
　100行を突破

2月9日

日本ベリサインが提供するEV SSL証明書の採用銀行数が、2009年1
月末時点で100行を突破しました。金融庁による、フィッシング詐欺
などへの適切な対策の要求を受け、インターネットバンキングなど情
報セキュリティ強化のために、より安全性の高いベリサインのEV 
SSL証明書の導入を進めています。
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連結貸借対照表（要約）

①  現金及び預金は315百万円増加しました。その他流
動資産に含まれるMMF1,000百万円も加えて、現
金および現金同等物の期末残高は9,416百万円にな
ります。

②  無形固定資産の減少は、子会社の「のれん」の減損
損失962百万円を第3四半期で計上したことが主な

要因です。
③   純資産の減少は、昨年実施の自己株式の取得による
支出127百万円、および配当金の支払額164百万円
によるものが主な要因です。

※ 自己資本比率は70.2％と、高い水準にあります。

（単位：百万円）

科　目 第13期
（2008年12月31日現在）

第14期
（2009年12月31日現在）

（資産の部）

①　 現金及び預金 8,100 8,416

その他流動資産 2,186 3,058 

有形固定資産 920 713

②　 無形固定資産 1,891 775

投資その他の資産 1,245 1,046

資産 合計 14,344 14,010

科　目 第13期
（2008年12月31日現在）

第14期
（2009年12月31日現在）

（負債の部）

前受金 3,284 3,092

その他負債 980 1,088

負債 合計 4,265 4,180 

（純資産の部）

③　 純資産 合計 10,079 9,829

負債・純資産 合計 14,344 14,010

［第14期（2009年度）のコメント］

連結財務諸表　Consolidated Financial Statements

連結損益計算書（要約） （単位：百万円）

科　目
第13期

［自2008年  1月  1日］至2008年12月31日

第14期
［自2009年  1月  1日］至2009年12月31日

売上高 8,380 7,913

売上原価 2,986 2,646

販売費及び一般管理費 3,402 3,426

営業利益 1,992 1,840

経常利益 2,042 1,868

特別利益 9 4

特別損失 335 1,021

当期純利益 936 45

・ 2009年度の決算は、残念ながら、2008年度と 
の比較では減収減益に終わりました。
・ 継続的にコストと経費の削減、効果的な費消につ
とめた結果、営業利益、経常利益とも、業績予想
を上回り、上記水準を確保いたしました。
・ 当期純利益の減少は、子会社の「のれん」の減損
損失962百万円を特別損失に計上したことが主な
要因です。

［第14期（2009年度）のコメント］

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

〈純資産・総資産・自己資本比率〉

第12期
（2007.12）

連結

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

20,000

15,000

10,000

5,000

0 0

20

40

60

80
（百万円） （％）

純資産
総資産

13,982 14,344 14,010

10,079
9,336

9,829

66.8
70.3 70.2

自己資本比率

〈1株当たり純資産（BPS）〉

第12期
（2007.12）

連結

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

25,000

15,000

20,000

0

（円）

22,163.49
21,790.57

20,556.49
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連結株主資本等変動計算書 ［自2009年1月1日 至2009年12月31日］ （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2008年12月31日　残高 4,035 4,942 1,100 ̶ 10,079 ̶ ̶ 10,079

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △168 △168 △168

当期純利益 45 45 45

自己株式の取得 △127 △127 △127

連結会計年度中の変動額合計 0 0 △122 △127 △249 △0 △0 △249

2009年12月31日　残高 4,035 4,943 978 △127 9,829 △0 △0 9,829

株主還元策の一環として、下記の通り、市場買付けによる自己株式の取得を実施いたしました。

自己株式取得実績

取得期間　　　2009年11月12日～12月21日

取得株式数　　3,701株

取得方法　　　信託方式による市場買付け

◎自己株式の取得

連結財務諸表　Consolidated Financial Statements

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

区　分
第13期

［自2008年  1月  1日］至2008年12月31日

第14期
［自2009年  1月  1日］至2009年12月31日

①営業活動による
　キャッシュ・フロー 1,948 1,781

　投資活動による
　キャッシュ・フロー △591 △175

②財務活動による
　キャッシュ・フロー △144 △291

　現金及び現金同等物に係る
　換算差額 0 1

　現金及び現金同等物増加額 1,214 1,315

　現金及び現金同等物の
　期首残高 6,886 8,100

③現金及び現金同等物の
　期末残高 8,100 9,416

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）（単位：百万円）

①  営業活動によるキャッシュ・フローは1,781百万
円の増加となりました。税金等調整前当期純利益
で851百万円、減価償却費で382百万円、減損損
失で962百万円増加した一方で、未払金の減少で
73百万円、前受金の減少で192百万円、法人税等
の支払額で544百万円減少したこと等によるもの
です。

 ②  財務活動によるキャッシュ・フローは291百万円
の減少となりました。これは主に、自己株式の取
得による支出127百万円、配当金の支払額164
百万円によるものです。

③  現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、
前連結会計年度末より1,315百万円増加して
9,416百万円となりました。

［第14期（2009年度）のコメント］

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株式の状況・株主メモ　Stock Information & Shareholders Information

【株式の状況】2009年12月31日現在

【大株主の状況】2009年12月31日現在

発行可能株式総数················································1,738,656株

発行済株式総数························································454,790株

株主数···········································································30,429名

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

ベリサイン・インク 242,416 53.74

エヌ・ティ・ティ・
コミュニケーションズ株式会社 6,144 1.36

株式会社エヌ・ティ・ティ
ピー・シーコミュニケーションズ 4,080 0.90

ドゥチェ　モルガン　グレンフェル　シーアイ
リミテッド　ジェネラル　クライアント　アカウント 2,778 0.61

新日鉄ソリューションズ株式会社 2,641 0.58

三菱UFJ証券株式会社 1,992 0.44

松村　康史 1,800 0.39

野村證券株式会社 1,794 0.39

日本証券金融株式会社 1,759 0.38

大和証券株式会社 1,569 0.34

株主メモ

1月1日～12月31日

3月

12月31日

3722（東証マザーズ）

三菱UFJ信託銀行株式会社

〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
0120-232-711 （通話料無料）

（ご注意）
1.   株主様の住所変更、配当金の振込指定、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）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、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信
託銀行）にお問合せください。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。

3.  未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支
店でお支払いいたします。

事業年度

定時株主総会

基準日

証券コード

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関

同送付先・連絡先

（株式事務に関する）お問合わせ先

(注)当社は自己株式を3,701株保有しておりますが、上記大株主からは
除外しております。持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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【会社概要】2009年12月31日現在

【役　員】 2010年3月25日現在

設　立

社　名

資 本 金

本社所在地

事業内容

主要取引銀行

URL

連結従業員数

当社従業員数

1996年2月23日

日本ベリサイン株式会社

40億3,585万円（連結）

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-8-1
03-3271-7011（代表）

公開 暗号基盤（PKI）を用いた電子認証と
その関連サービスの提供

三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行

https://www.VeriSign.co.jp/

256名

188名

代表取締役社長　 古市　克典

取締役会長 D. ジェームズ・ビゾス
米国ベリサイン・インク　会長 

取締役副社長 西　康宏

取　締　役 松田　栄一

取　締　役 ブライアン・ロビンス
米国ベリサイン・インク　
エグゼクティブ・バイスプレジデント
兼最高財務責任者（CFO）

常勤監査役 野口　並人

監　査　役 藤田　敬司

監　査　役 西尾　秀一

監　査　役 梅野　晴一郎

監　査　役 テレンス・スパイデル
米国ベリサイン・インク　
バイスプレジデント・コントローラー

会社概要　Corporate Profile

代表取締役社長
兼最高経営責任者（CEO）

取締役副社長
兼最高財務責任者（CFO）

古市　克典 西　康宏
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データセンター DNS配置サイト

ネットワーク＆セキュリティオペレーションセンター 信号伝達ポイント

取締役会長
D. ジェームズ・ビゾス
D.James Bidzos

　日本ベリサインは「ネットワークそのものが、新し
い価値を生み出す社会へ」というビジョンのもと、電
子認証のリーディングカンパニーとして、利用者が
快適に安心してコミュニケーションやビジネスがで
きる社会の実現を目指してまいりました。
　当社グループの強みは「認証」の技術です。社会イ
ンフラであるネットワークの中で、ウェブサイトや
ユーザといった、メッセージの出どころ、発信者、通
信の相手が本物であることを確認し、暗号化により
通信を守ります。インターネット社会において、企
業、個人が安心、安全にコミュニケーションを行うう
えで欠かせない技術です。
　日本ベリサインは、認証の技術を軸に、ウェブサイ
トの実在性証明からユーザ認証、セキュリティシス
テム構築、さらにはシステム運用・監視にいたるま
で、一貫したセキュリティソリューションを提供し
ます。これからもユビキタス社会の安全性を支える
と同時に、ネットセキュリティの重要性を広く訴求
してまいります。

ワールドワイドにおける実績
・ Fortune 500におけるベリサインのSSLサーバ証明書の普及率95％以上
・ 世界のトップ銀行100行のうち、96行がベリサインのSSLサーバ証明書を採用
・  世界に13台あるルートサーバのうち2台を運用　「.com」「.net」ドメインを管理（9,350万以上のドメイ
ンネーム）　（いずれも2009年9月現在）

75ヵ所以上の拠点40万社以上の顧客
1日当たり500億以上のトランザクション

VeriSign, Inc.について
・ 1995年設立、本社所在地カリフォルニア州マ
ウンテンビュー
・  1998年ナスダック上場、2006年S&P 500銘柄
に指定
・連結売上高は約10億ドル　
・従業員は全世界で2,300名
・SSLサーバ証明書発行枚数は
全世界で120万枚
（いずれも2009年12月現在）

ベリサイングループの紹介　Group Introduction



日本ベリサイン株式会社
〒 　
東京都中央区八重洲2-8-1
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