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Financial Highlights
財務ハイライト　

第15期（2010年12月期）

連 結 売 上 高  6,949百万円
（前年同期比　△1 2.2%）

連結営業利益   1 ,327百万円
（前年同期比　△27.9%）
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To Our Shareholders
株主の皆さまへ

　日本ベリサインは、1996年の設立以来、ネットワークにお
いて「本物であることを確認する」認証事業をコアコンピタ
ンスとして手がけている企業です。ベリサインシールは、
160ヵ国10万のウェブサイトで毎日6.5億回以上表示されて
おり、信頼の証として広く認知されています。
　2010年8月には、米国シマンテック・コーポレーションが
親会社となったことで、経営基盤の強化とともに、当社の既
存・新規顧客に向けた新しいソリューション提供と営業力
強化など、大きなシナジー効果を見込んでおります。
　第15期となる2010年12月期決算については、企業のIT投
資が伸び悩みを続けるなか、連結売上高は6,949百万円（前
年同期比△12.2%）、連結営業利益は1,327百万円（前年同期
比△27.9%）でした。第4四半期決算に、グループ子会社のサ
イトロック社売却に伴う特別損失を計上する一方、法人税
等調整額の増加により、連結当期純利益は2,189百万円とな
りました。
　2011年12月期は、社員全員が『イノベーション（変革）』意
識を持ち、当社の軸足である認証事業の新たなソリュー
ション展開に取り組み、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

「認証」の第一人者として、
安全なインターネット社会の
実現に貢献してまいります。



2 3

Interview with the CEO
トップインタビュー

がっており、企業の需要低迷が底を打ったと見ることが
できます。
　なお、昨年12月、戦略見直しの一環として、グループ
子会社のサイトロック社を売却いたしました。今後
は、当社の得意分野である認証事業へリソースの集中
を行い、早期の業績回復を目指します。

　SSLサーバ証明書は、ウェブサイトが本物であるこ
とを認証するとともに、通信を暗号化する役目を果た
すことで、インターネットバンキングやショッピング
サイトの安全性を高めます。なかでも「EV SSL証明書」
は、ブラウザのアドレスバーが緑色に変わり、アドレ
スバーの横にはウェブサイトの運営者の情報が表示
されるため、ウェブサイト運営者の実在性を明確に特
定することができます。ユーザの方は、入力する氏名、
住所、クレジットカード番号などが暗号化通信によっ
て守られることが、目に見えるかたちでわかります。
　2010年には、全国約180の信用金庫が利用するイン
ターネットバンキングのシステムに「EV SSL証明書」

が導入され、さらに利用者の裾野が広がっています。
既に、主要ブラウザはすべてEV SSL対応となってお
り、安全の“視覚化”は着実に浸透しています。

　昨年7月に提供を開始した「VeriSign Trust™ Seal」
は、暗号化通信の機能はありませんが、SSLサーバ証明
書と同じくサイト運営者の実在性を証明する企業認
証の機能があるほか、新たにシールインサーチ、マル
ウェアスキャンといった機能が加わった商品です。
SSLによる暗号化通信の機能は必要としないが、ウェ
ブサイトの信頼性を訴求したい需要にこたえるサー

ビスです。
　本シールをウェブサイトに掲載することで、訪問者
は、そのサイト運営者が実在することをワンクリック
で確認可能となります。また、VeriSign Trust™ Sealを
表示したサイトは、サーチエンジンの検索結果画面に
シールがアイコン表示される「シールインサーチ」機能
により、安全性を重視するユーザからのクリックが期
待できます。本機能は、国内ではgoo（NTTレゾナント
提供）が標準対応しているほか、シマンテックのセ
キュリティ製品などがインストールされた端末において
は、他のメジャーなサーチエンジンでも利用可能です。
　さらに、VeriSign Trust™ Sealを契約したサイトは、
日本ベリサインがマルウェア（悪意を持つソフトウェ
ア）の感染を常時チェックする機能を提供します。Q

新たに開始した
「VeriSign Trust™ Seal」は
どのようなサービスですか。

A
新しい機能により
ウェブサイトの信頼性を目に見える
かたちで、わかりやすく表示します。

　2010年12月期は、セキュリティ意識が高い一部の
業種・業態においてはIT投資の活発化が見受けられる
ものの、市場全体としては依然として投資に慎重な姿
勢が続きました。一方、明るい兆しとして、売上の基礎
となる受注残高は2009年の後半から堅調に積み上

Q 2010年12月期をふりかえって
いかがでしょうか。

A
企業のIT投資が伸び悩み、当社業績も改
善には至らず、お詫び申し上げます。
2011年12月期は、新たなソリューショ
ン提供に積極的に取り組み、業績向上に
尽力してまいります。

Q 主力であるSSLサーバ証明書に
ついてお聞かせください。

A
アドレスバーが緑色に変わってウェブサ
イトの安全性を示す「EV SSL証明書」が、
さらにエンドユーザに浸透しています。

■ベリサインシールの導入例
ベリサインセキュアドシール
個人情報など入力するサイトが対象 情報発信する多くのサイトが対象

VeriSign Trust™ Seal

・ウェブサイト運営者の確認
・SSL暗号化通信による情報
の保護

ABCオンラインショッピング ABC

ユーザ ID 15261XXXX
パスワード 384XWZ

ログイン

検索

組織の実在性を確認

このマークに関してもっと詳しく

マルウェアに感染していない

・ウェブサイト運営者の確認
・シールインサーチ
・マルウェアの感染を常時
チェック

■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わかる。
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　特に大手金融機関などから引き合いをいただいて
いるのが、オンライン詐欺検出サービス（VIP FDS）で
す。これはリスクベース認証という技術によりログイ
ン後の行動を分析することで、不自然に高額な取引
や、普段と異なる場所での現金の引き出しなどから異
常を検出し、不正な決済やマネーロンダリングなどを

防止するサービスです。2010年には国内最大級のオン
ラインバンクに採用いただきました。
　昨年3月には、企業側にサーバ設備を置かずにリス
クベース認証を実現するクラウド型サービス「VIP 
FDS Hosted」をスタートし、既に大手銀行が採用を決
めています。
　もうひとつ触れておきたいのが、ワンタイムパス
ワードによる二要素認証を手軽に実現する「VIP オー
センティケーションサービス」です。会員制サイトにロ
グインする際、通常のIDとパスワードに、1回限り有効
なワンタイムパスワードを組み合わせる仕組みによ
り、本人確認の認証強度を高めます。
　従来の、専用端末（トークン）でワンタイムパスワー
ドを発行する方法に加えて、一般のスマートフォン等

のアプリを利用した発行も可能となり、利便性は大き
く向上しました。
　今期は、企業内LANへリモートアクセスする際の認
証手段として、ワンタイムパスワードの需要拡大を
図っていきます。

　米国シマンテックは、世界でも有数のソフトウェア
企業であり、主にインフォメーション・プロテクショ
ン、つまり情報の保護と管理を得意としています。米
国シマンテックが親会社となったことで、事業面でさ
まざまなメリットをもたらします。
　まず、総合セキュリティ事業で大きな規模を持つシ
マンテックの豊富なサービスと当社の認証技術を組
み合わせることで、より多くの顧客へのセキュリティ
ソリューションのご提案が可能になります。
　また、シマンテックは国内でパートナー経由の豊富
な販売チャネルを有しており、これまで日本ベリサイ
ンがリーチしきれなかった企業への拡販の機会創出
が期待できます。

　今後は、ベリサインシールや、EV SSL証明書による
安全の“視覚化”を一層推し進め、SSLサーバ証明書の
付加価値を高めていきます。また、クライアント認証
の分野では、クラウド・コンピューティングの普及を
追い風に、スマートフォンやタブレット端末による新
たな利用シーンに対応できる認証ソリューションの
開発に注力していきます。
　なお、今後の事業展開の方向性を示す中期経営計画
を策定中です。発表の準備が整い次第、速やかにIRで
お知らせいたします。これからも日本ベリサインは、
新たな認証ビジネスへの挑戦を続け、企業価値をより
高めていく所存です。どうぞ、ご期待ください。

Q
もう一つの主力事業である
クライアント認証事業について
状況をお聞かせください。

A
クラウド・コンピューティングの普及に
よる端末の多様化を追い風に、「アクセ
スしているのが本人かどうか」を確認す
るクライアント認証事業は、数々の展開
がありました。 Q

米国シマンテック・コーポレーションが
親会社となったことで
どのような影響がありますか？

A
当社が手がける認証技術は、シマンテッ
クのセキュリティ製品と親和性が高く、
さまざまなシナジー効果が考えられます。

Interview with the CEO
トップインタビュー

Q 最後に、株主さまへのメッセージを
お願いします。

■ワンタイムパスワードの発行例　
会員制ウェブサイトで
通常のID・パスワードを入力

ユーザーID
パスワード

続いて表示
される認証画面
でワンタイム
パスワードを
入力して
ログイン

スマートフォンに
インストールした、
ワンタイムパス
ワード発行用
アプリを起動

Sign in

ワンタイム
パスワード

OK
30秒ごとに
変化する
ワンタイムパスワード

■VIP FDS Hostedのイメージ
インターネットバンキング、
会員制サイトなど

ログイン

ルールエンジン

不正ログイン
不正決済
詐欺行為などを
判定

行動分析エンジン
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Business Outline
事業のご紹介

当社グループは、誰もが安心してネットワークやサービスを利用し、
快適にコミュニケーションやビジネスができる社会の実現に貢献するため
次のような事業を展開しています。

❶  検索結果の信頼性
ベリサインシールにより、ウェブサイト運営者
の実在性や、マルウェア（悪意のあるソフトウェ
ア）などに感染していない安全なサイトである
ことを、視覚的にわかりやすいかたちで提供し
ます。

❷  盗聴、サイトなりすまし対策
緑色のアドレスバーで、ウェブサイトが本物で
あること、入力した情報が暗号化され守られる
ことを確認可能にします。

❸  不正行動検知、不正課金対策
ユーザの行動パターンを学習し、通常と異なる
異常行動パターン（不正アクセス）を分析・検知
し、なりすましによる不正アクセスを防ぎます。

❹  ID・パスワード盗難対策
会員制サイトにログインする際、通常のID・パス
ワードに加え、1回限り有効なワンタイムパス
ワードや、電子証明書（PKI）を組み合わせる二要
素認証の仕組みにより、より安全性の高い本人
確認を可能にしました。ID・パスワード盗難によ
る被害を防ぎます。

ベリサインのサービスとソリューション

利用者
サイト確認

ログイン

ユーザーID
パスワード

OK

ログイン

ワンタイム
パスワード

OK
クラウドサービスサイト

本人認証の流れ
検索結果

1 検索結果の信頼性
VeriSign Trust™ Seal

シールインサーチ

マルウェア検知

EV SSL証明書
緑のアドレスバー

2 盗聴、サイトなりすまし対策

暗号化通信

サイト証明

VIPオンライン詐欺検出

3 不正行動検知、不正課金対策

ルール 行動分析 スコア作成

リスク判定

トランザクション監視

VIPオーセンティケーション マネージドPKI

ワンタイムパスワード PKI

4 ID・パスワード盗難対策
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Segment Review
セグメント別の概況

主に価格競争による販売単価の下落などが影響した
結果、売上高は2009年度の5,291百万円から13.3％減
少し、4,586百万円となりました。なお2010年を通じ
てＳＳＬサーバ証明書の需要は底堅く、発行枚数を維
持したこと、販売単価の下落が落ち着きつつあるこ

と、受注残高が年度を通じて積みあげがあったことな
ど、2011年度に向けて明るい兆しが見られます。2010
年7月には「VeriSign Trust™ Seal」を導入、エンドユー
ザの認知も向上しつつあり、ベリサインブランドの浸
透に寄与しています。

売上高は2009年度の1,834百万円から3.9％減少し、
1,763百万円となりました。2010年度はVIP FDS（オ
ンライン詐欺検出サービス：オンラインサービス利用
者の行動特性を分析、通常と異なる不正な行動パター
ンを検知しオンライン詐欺を防止する）が大手銀行に

導入されました。また、強固な二要素認証を実現する
OTP（ワンタイムパスワード：電子的に生成する1回限
り有効のパスワード）がオンラインゲーム業界や企業
向けリモートアクセスで採用があり、顧客層と利用者
層の拡大に成果がありました。

コンサルティング業務、セキュリティ情報サービスな
どを縮小した結果、売上高は2009年度の297百万円か
ら41.2％減少し、175百万円となりました。今後は、ド
メインネームをはじめとするデジタルブランド資産

の管理・保護ビジネスに注力し、企業イメージ、ブラン
ドイメージの維持向上、オンラインビジネスの成功を
支えます。

子会社サイトロック株式会社によるネットワークお
よびシステムのリモート運用・監視業務サービスで、
売上高は2009年度の489百万円から13.3％減少し、
424百万円となりました。なお当社事業の選択と集中

を進めた結果、当社は2010年12月27日をもってサイ
トロック株式会社を売却いたしましたので、本セグメ
ントは2011年度の当社事業に含まれません。

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 66.0%売上高 4,586百万円

売上高構成比 25.4%売上高 1,763百万円

売上高構成比  2.5%売上高 175百万円

売上高構成比  6.1%売上高  424百万円

ITサービス・マネジメント事業

セキュリティ・サービス事業
事業別売上高構成比

　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社が提供する「IT
サービス・マネジメント事業」で構成さ
れています。

セキュリティ・サービス事業

ITサービス・マネジメント事業
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Jan. 1月 Mar. 3月 Apr. 4月 Jun. 6月 Jul. 7月 Aug. 8月Feb. 2月 May. 5月

■ドメインの自由化に向け
新gTLDの導入・運用を
支援するサービスを提供

6月18日

新gTLD（generic Top Level Domain）
を導入および検討する企業・組織に、方
針の策定、申請支援から運用までカバー
するトータルソリューションを提供し
ます。

SSL暗号化機能を必要としない情報提供サイトな
ど向けのサービス。サーチエンジンの検索結果画
面でシールを表示する「シールインサーチ」、悪質
なソフトウェアを検出する「マルウェアスキャン」
といった、サイトの安全
性を高める機能をご利
用いただけます。

2010

2010年トピックス

■日本ベリサイン、クラウド型の
オンライン詐欺検出サービス
「VIP FDS Hosted」の提供開始

3月25日

利用者の行動パターンを分析して、なりす
ましや社内リソースの不正利用を防ぐ
「VIP FDS」に、クラウド型サービスが追加
されました。自社内でサーバやデータベー
スなどを設置・運用する必要がないため、リ
スクベース認証の仕組みをより容易に導入
いただけます。

■国内初、ツールバー型の
ワンタイムパスワード
「VIP Access Toolbar」の提供開始

6月1日

ハードウェア型のトークンを使用することな
く、Internet Explorer（6.0以降）のツールバー
でワンタイムパスワードを生成できます。
「オートフィル機能」により、ワンタイムパス
ワードの入力欄にワンクリックで入力できる
ので、スムーズな認証を実現します。

■南都銀行、法人向け
インターネットバンキングに
「VIPオーセンティケーション
サービス」による
ワンタイムパスワード認証を
導入

4月20日
■全国 約180の信用金庫が利用する、
しんきん情報システムセンターの
「しんきんインターネット
バンキングシステム」に、
ベリサインのEV SSL証明書を導入

6月14日 ■日本ベリサイン、
スマートフォン向け
ワンタイムパスワードの
ソフトウェア開発キットを
提供開始

6月28日

■日本ベリサイン、新サービス
「VeriSign Trust™ Seal」の
国内提供を開始

7月27日

■親会社および主要株主である
筆頭株主の異動に関するお知らせ

8月10日

米国シマンテック・コーポレーションが、米
国ベリサイン・インクから認証サービス事
業（当社株式全部を含む）を買収したことに
より、当社の親会社および筆頭株主は米国
シマンテック・コーポレーションになりま
した。

クライアント認証関連 SSLサーバ証明書関連
IR関連その他サービス（ドメインマネジメント）

■ドメインの自由化に向け
新gTLDの導入・運用を
支援するサービスを提供

オンラインサービスの事業者は、サー
ビスにワンタイムパスワード生成のア
プリ型トークンを組み込むことで、二
要素認証を実現します。
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Sep. 9月 Nov. 11月 Dec. 12月 2011. Jan. 1月Oct. 10月

Topics of 2010
2010年トピックス

2010

2011

■国内初のツールバー型の
ワンタイムパスワード
「VIP Access Toolbar」の
日本語版を提供

9月7日

Internet Explorerのツールバーでワンタ
イ ム パ ス ワ ー ド を 生 成 で き る「VIP 
Access Toolbar」に、日本語版を追加しま
した。

■クラウド型のリモートアクセス
向けワンタイムパスワード、
「VIPエンタープライズ ゲートウェイ」
を提供開始

9月7日

企業内ネットワークへのリモートアクセス時に、ワンタ
イムパスワードによる認証を可能にします。クラウド型
なので、認証システムの構築は不要です。スマートフォン
によるワンタイムパスワード生成にも対応しています。

■「goo ウェブ検索」結果画面に
「ベリサインシール」を表示

2011年1月13日

ベリサインによってウェブサイト運営者の
実在性が確認され、マルウェアスキャンに合
格したウェブサ
イトであること
を、ユーザはひ
と目で認識でき
ます。

■「楽天あんしん支払いサービス」に
EV SSL証明書を導入

10月19日

楽天市場に出店していないECサイトでも、楽
天会員IDによる決済を行える「楽天あんしん
支払いサービス」が、EV SSL証明書に対応し
ました。

■国内オンラインバンク最大の
楽天銀行がベリサインの
「VIP FDS」を導入

11月29日

■オンラインゲームの
エヌ・シー・ジャパン、
ベリサインの
ワンタイムパスワードを導入

12月20日

クライアント認証関連 SSLサーバ証明書関連
IR関連その他サービス（ドメインマネジメント）

■スマートフォン向けの電子証明書
発行ソリューション
「MPKI for Device」の提供開始

10月27日

電子証明書の利用用途を、スマートフォンほか
モバイル端末向けに拡大しました。

電子証明書の申請、取得、発行、更新といったラ
イフサイクル管理を容易にするソフトウェア
です。

■電子証明書の管理を簡便にする
ソフトウェア「ベリサイン 
PKIクライアント」の提供開始

■日本ベリサイン、
クラウドサービス向けの
SSLサーバ証明書ライセンス
体系を発表

9月29日

クラウド環境下でのサーバリソースの
柔軟な使用に対応。クラウドサービスの
利用企業に向けて、SSLサーバ証明書の
活用を積極的に提案します。

■携帯電話向け
ワンタイムパスワードアプリ
「VIP Access for Mobile」を
提供開始

10月15日

スマートフォン向けアプリ、ウェブブラウ
ザ向けツールバーに続き、ワンタイムパス
ワードの利用機器が拡大します。
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科　目
第14期

［自2009年  1月  1日］至2009年12月31日

第15期
［自2010年  1月  1日］至2010年12月31日

売上高 7,913 6,949

売上原価 2,646 2,326

販売費及び一般管理費 3,426 3,295

営業利益 1,840 1,327

経常利益 1,868 1,348

特別利益 4 ̶

①特別損失 1,021 311

②当期純利益 45 2,189

Consolidated Financial Statements
連結財務諸表

連結貸借対照表（要約）

③ 現金及び預金が1,434百万円増加しました。資産合
計に占める流動資産の割合は、2009年度から4.2ポ
イント増加し、86.1％となりました。
④ 無形固定資産の減少は、おもにサイトロック社株式
の「のれん」377百万円の減少によるものです。

⑤ 純資産合計は、2009年度から20.6％増加し、
11,852百万円となりました。これは、おもに利益
剰余金が2,022百万円増加したことによります。
※  自己資本比率は2009年度の70.2％から3.5ポイン
ト増加し、2010年度は73.7％となりました。

（単位：百万円）

科　目 第14期
（2009年12月31日現在）

第15期
（2010年12月31日現在）

（資産の部）

③　 現金及び預金 8,416 9,849

その他流動資産 3,058 3,998

有形固定資産 713 576

④　 無形固定資産 775 427

投資その他の資産 1,046 1,231

資産 合計 14,010 16,083

科　目 第14期
（2009年12月31日現在）

第15期
（2010年12月31日現在）

（負債の部）

前受金 3,092 3,560

その他負債 1,088 670

負債 合計 4,180 4,231

（純資産の部）

⑤　 純資産 合計 9,829 11,852

負債・純資産 合計 14,010 16,083

［第15期（2010年度）のコメント］

連結損益計算書（要約） （単位：百万円）

・ 2010年度は、残念ながら2009年度との比較で
減収減益に終わりました。
①  12月に連結子会社であったサイトロック株式会
社を売却し、関係会社株式売却損252百万円を
特別損失として計上しております。

② 当期純利益の増加は、過年度に計上したサイト
ロック社株式の子会社株式評価損等からなる繰
越欠損金に対する法人税等調整額が増加したた
めです。

［第15期（2010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13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

第15期
（2010.12）

連結

0

（百万円） （％）
純資産
総資産

自己資本比率

〈1株当たり純資産（BPS）〉

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

第15期
（2010.12）

連結

（円）
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Consolidated Financial Statements
連結財務諸表

区　分
第14期

［自2009年  1月  1日］至2009年12月31日

第15期
［自2010年  1月  1日］至2010年12月31日

営業活動による
キャッシュ・フロー 1,781 1,708

投資活動による
キャッシュ・フロー △175 △108

財務活動による
キャッシュ・フロー △291 △164

現金及び現金同等物に係る
換算差額 1 △1

現金及び現金同等物増加額 1,315 1,434

現金及び現金同等物の
期首残高 8,100 9,416

⑥現金及び現金同等物の
期末残高 9,416 10,850

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）（単位：百万円）

⑥ 現金及び現金同等物の期末残高は、2009年度よ
り1,434百万円増加して、10,850百万円となり
ました。

［第15期（2010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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Stock Information & Board of Directors
株式の状況・役員紹介

【株式の状況】2010年12月31日現在

【大株主の状況】2010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···········································································28,402名

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

米国シマンテック・コーポレーション 242,416 53.74

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 6,963 1.54

エヌ・ティ・ティ・
コミュニケーションズ株式会社 6,144 1.36

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシーエム
クライアント　アカウント　ジェイピーアールデイ　
アイエスジー　エフイーエーシー

6,089 1.34

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

新日鉄ソリューションズ株式会社 2,641 0.58

松村　康史 2,000 0.44

日本生命保険相互会社 1,536 0.34

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 1,536 0.34

大日本印刷株式会社 1,536 0.34

(注)１． 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。

  ２． 上記大株主に記載のある米国シマンテック・コーポレーションの株主名
簿上の名義については、ステートストリートバンクアンドトラストカン
パニーであります。

  ３． 2010年８月９日に米国ベリサイン・インクは、同社が直接保有している
当社の株式242,416株を米国シマンテック・コーポレーションに譲渡い
たしました。このため、米国ベリサイン・インクは、当社の親会社および主
要株主である筆頭株主に該当しないことになりました。また、上記により
米国シマンテック・コーポレーションが新たに当社の親会社および主要
株主である筆頭株主に該当することとなりました。

【役　員】 2011年3月29日現在
代表取締役社長　 古市　克典
取締役副社長 西　康宏
取　締　役 スコット・テイラー
取　締　役 フランシス・デスーザ
取　締　役 西山　敏雄 
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

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



日本ベリサイン株式会社

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

【会社概要】2010年12月31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

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/
184名
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