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ノートン™に生まれ変わる“信頼の証”

2012年4月、ベリサインシールはノートン™セキュアドシールに進化します。

　インターネットにおける信頼の証としてご支持いただいている「ベリサインシール」は、2012年4月より
「ノートン™セキュアドシール」として新たな名称とデザインのもと、生まれ変わることとなりました。
　今春、ベリサイン・シマンテック両ブランドの強みを活かした連携の一環として、インターネット上の信頼の
証として広く認知されるベリサインシールのチェックマークと、総合セキュリティ対策ソフトとして圧倒的な
認知度を誇る、シマンテックのノートン™のブランド価値とが「ノートン™セキュアドシール」に結実いたしま
す。



　企業ネットワークの形は、スマートフォン／タブレット型
端末の急速な浸透により、大きく変貌しようとしています。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”認証事業を手がけてきました
が、市場のダイナミックな変化とともに、当社の「認証」も大き
な進化の時を迎えています。
　2010年8月に米国シマンテック・コーポレーションが親会
社となり、そのシナジー効果のひとつとして、2012年4月より
セキュアドシールを一新いたします。シマンテックイエロー
の「ノートン™セキュアドシール」の認知度をコンシューマー
層へ拡大していくことで、日本ベリサインによる“安心・安全
な認証”の価値をより高めていく所存です。
　第16期となる2011年12月期決算については、連結営業利
益は、業務効率を改善し1,447百万円（前年同期比9.1%増）と、
増益となりました。一方、2010年に連結子会社を売却した影
響から、連結売上高は6,788百万円（前年同期比2.3%減）と減
収でしたが、連結子会社分以外のセキュリティ・サービス事業
は増収です。　

　2012年12月期は、SSLサーバ証明書サービス、クライアン
ト認証サービスを事業の柱として、ソリューションの開発・提
供に注力し、より一層の株主価値向上を目指してまいります。

「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。
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代表取締役社長
兼最高経営責任者（CEO）
古市　克典
Katsunori Furuichi

▶  ▶  ▶ To Our Shareholders株主の皆さまへ



4 5

▶  ▶  ▶ Interview with the CEOトップインタビュー

た。震災後は企業のIT投資が一時的に落ち込みました
が、その後は自宅からのリモートアクセスや、データ
を保全するためのクラウド利用など防災対策への関
心が高まり、それに伴って企業の認証ニーズは堅調に
回復しました。
　また、2011年後半にかけて、日本を代表する大企業
が相次いでセキュリティ事故にあい、多くの企業が自
社ネットワークを見直すきっかけとなったことも、需
要回復に影響していると考えられます。なお、現時点
での受注残高は前年度の同時期を上回っており、2012
年12月期の業績には手ごたえを感じております。

　親会社である米国シマンテック・コーポレーション
のノートンブランドは、総合セキュリティ対策ソフト
では抜群の認知度を誇っています。日本ベリサインで
は、このブランド価値を「認証」分野でも最大限に活用
するべく、雑誌、新聞、電車の中吊り広告などを通じ
て、新しいシールデザインの周知を図っていきます。

　今回、日本ベリサインとしては初めて大々的に消費
者向けのPRを展開し、コンシューマー市場における当
社の知名度向上、信頼感の強化を目指していきます。
　また、新たなノートン™セキュアドシールの提供
は、当社のSSLサーバ証明書の進化を印象付けるチャ
ンスだととらえています。機能・使い勝手を強化し、競
合する他社サービスに対する圧倒的な優位性をア
ピールしていきたいと考えています。

　無償でバンドルされた3つの機能は、ウェブサイト
に埋め込まれた悪意のあるプログラムを検知し、報告
する「マルウェアスキャン」、ウェブサイトの脆弱性を
検出し、報告する「脆弱性アセスメント」、そして、検索
サイトの検索結果にウェブサイトの安心の証「ベリサ
インシール」を表示する「シールインサーチ」です。
　「シールインサーチ」は、検索サイトの検索結果とし
て表示される多数のウェブサイトの中で、視覚的に安
全性をアピールできることから、集客効果を高めたい

と考える企業に好評です。現在、goo、OCN、BIGLOBE
などの検索結果画面が標準で「シールインサーチ」に
対応しており、googleやYahoo!でもノートンブランド
の総合セキュリティ対策ソフトなどを導入済みの
ユーザーであれば、ベリサインシールが自動表示され
ます。
　この3つの機能は、SSL暗号化機能を持たないサーバ
証明書「VeriSign Trust™ Seal」導入サイトでもご利用
いただけます。「VeriSign Trust™ Seal」は、ショッピン
グサイトのようなSSL暗号化を必要としない一般企業
サイト向けに、販売枚数を順調に伸ばしています。

　2011年3月11日に発生した東日本大震災におきま
して、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げま
す。当社でも、復興事業に関わる方のSSLサーバ証明書
を無料にするなど、微力ながら貢献してまいりまし

A
厳しい市場環境ではありましたが、イン
ターネットセキュリティのニーズを着実
に拾い上げたことが、好業績に結びつき
ました。

A
ノートンブランドとの融合を経て、引き
続きベリサインが安心を提供することを、
消費者へ向けて大々的にPRしていきます。

A
SSLサーバ証明書を導入したウェブサイ
トに、安全を強化する3つの機能を無料
で提供し、他社サービスにはない優位性
を持たせていきます。Q 2011年12月期をふりかえって

いかがでしょうか。

Q
4月から新しくなる
ノートン™セキュアドシールについて
お聞かせください。

Q SSLサーバ証明書の進化とは、
具体的にはどういうことでしょうか。

■「シールインサーチ」のイメージ

ネットユーザーに、視覚的にもわかりやすい
安心感を提供します。
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▶  ▶  ▶ Interview with the CEOトップインタビュー

　営業用端末、社内用端末として、スマートフォンや
タブレット型端末を導入する企業が増えており、これ
ら端末を業務に利用するために、「MDM」と呼ばれる
仕組みが注目されています。MDMを利用すれば、端末
の状態やアプリのインストール状況を一元管理でき
るほか、紛失・盗難時にはリモートロックやデータ消
去を行うこともできます。

　もちろん、社内の業務システムにアクセスする端末
は、管理するだけでは不十分であり、強固な「認証」が
求められます。日本ベリサインでは、スマートフォン
等に電子証明書やワンタイムパスワードを組み込む
仕組みを、いち早く「MDM」と連携させ、モバイル端末
の一元管理と認証を、ワンストップで提供することを
可能にしています。「ベリサインMDM」は、2011年4月
の販売以来、着実にシェアを広げています。

　

　「ワンタイムパスワード認証」は、スマートフォンな
どモバイル機器でのアプリを利用して、一回限り使用
の使い捨てのパスワードを発行する仕組みです。通常
のID・パスワードに、ワンタイムパスワードを組み合
わせる「二要素認証」で、認証の強度をより高めること
ができます。
　当社の二要素認証ソリューションの他社にない特
長としては「リスクベース認証」機能との組み合わせ
利用が挙げられます。たとえば、あるユーザーが、ふだ

んとはまったく異なる時間や場所からアクセスを
行ったことを検知した場合、“不正アクセスの可能性
がある”と判定し、追加で認証を行う仕組みです。
　「リスクベース認証」の導入によって特にユーザー
側に操作を求めるのではなく、不審なアクセスを自動
検知した場合のみ、ワンタイムパスワードの入力を要
求することで、高い安全性は保たれます。

　SSLサーバ証明書サービスは、今年1月からすべての
お客様に対して3機能の追加による差別化を推進し、
着実な成長を目指します。またノートンブランドとの
融合を、当社サービスの認知拡大の絶好の機会ととら
え、積極的な広報活動を展開いたします。
　クライアント認証サービスは、スマートフォンやタ
ブレット型端末など、モバイル端末の認証（デバイス
認証）の成長を見込んでいます。
　その他サービスでは、2011年度はドメイン名をデジ
タルブランドとして活用しようとする先進的な大企
業から新gTLD関連サービスを受注し、2012年度は売
上げへの貢献が期待されます。本年度も、より一層の
株主価値向上を目指してまいります。

Q 最後に、株主様へのメッセージを 
お願いします。

A
企業ネットワークでスマートフォン等の
導入が活発化したことで、端末の一元管
理と、強固な認証需要が急伸しています。

A
Symantec™ Validation & ID Protection
をスタート。従来の「二要素認証」によ
る「ワンタイムパスワード認証」に「リ
スクベース認証」が加わりました。

Q
企業ネットワークのモバイル化の
流れは、クライアント認証サービスに
どう関係しますか。

Q
クライアント認証の事業分野では、
ほかにどのような新しいソリューショ
ンがありますか。

■「ベリサインMDM」
　によるスマートフォン一元管理
ブラウザでアクセス（クラウド型サービス）

管理者

端末の管理・制御・デバイス証明書

iPhone/iPad Android端末
※専用アプリが必要

MDM 認証局

■「ワンタイムパスワード認証」と
　「リスクベース認証」によるログイン

ワンタイム
パスワード認証

リスクベース
認証

ログイン
ID
PW
OTP

ログイン
ID
PW

デバイスID

行 動

デバイス信頼性

デバイス指紋



検索結果

利用者　サイト確認

ワンタイムパスワード

OK ・ウェブサイト
・クラウドサービスサイト
・リモートアクセス　

本人認証の流れ

クラウド型WAF※

ログイン

ユーザーID
パスワード

OK

◆リスクベース認証
ユーザー認証

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

◆クライアント証明書 ◆ワンタイムパスワード認証

PC・スマートフォン・タブレット

SSLサーバ証明書・ベリサインシール
◆VeriSign Trust™ Sealの機能

脆弱性アセスメント

緑のアドレスバー
◆EV SSL証明書

暗号化通信
サイト証明 マルウェアスキャン

シールインサーチ

脆弱性対策

3

1

2

デバイス認証

シングルサインオン

◆ベリサインMDM

◆ベリサインGATE

モバイル・デバイス管理・認証

❶   SSLサーバ証明書・ベリサインシール
安全を強化する3つの機能「シールインサーチ」、
「マルウェアスキャン」、「脆弱性アセスメント」
を無償提供し、他社との差別化を推進します。

❷ モバイル・デバイス管理・認証
「ベリサインMDM」では、スマートフォンやタブ
レット型端末の一元管理を実現。
さらに業務システムにアクセスする端末には、
電子証明書による強固なデバイス認証を提供し
ます。

❸  ユーザー認証
二要素認証による「ワンタイムパスワード認証」
に加えて「リスクベース認証」も提供。
これらの組み合わせにより、安全かつ強固なク
ライアント認証を提供します。

※クラウド型WAF

ウェブサイト上のアプリケーションの脆弱性をターゲットとした攻

撃に有効なファイアウォール。クラウド型なので容易な導入が可能で

す。

ベリサインのサービスとソリューション

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。
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▶  ▶  ▶ Business Outline事業のご紹介
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▶  ▶  ▶ Financial Highlights財務ハイライト

第16期（2011年12月期）

● 連 結 売 上 高  

 6,788百万円

  （前年同期比　△2.3%）

● 連結営業利益    

 1,447百万円

  （前年同期比　9.1%）

［売上高］

第15期
（2010.12）

連結

第12期
（2007.12）

連結

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

第16期
（2011.12）

連結

（百万円）

［純資産・総資産・自己資本比率］

（％）
自己資本比率

第14期
（2009.12）

連結

第15期
（2010.12）

連結

（百万円）
純資産
総資産

第16期
（2011.12）

連結

［営業利益率］

第15期
（2010.12）

連結

第12期
（2007.12）

連結

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

第16期
（2011.12）

連結

（％）

［1株当たり純資産（BPS）］

第15期
（2010.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

第16期
（2011.12）

連結

（円）

［営業利益・経常利益］

第12期
（2007.12）

連結

第13期
（2008.12）

連結

第14期
（2009.12）

連結

第15期
（2010.12）

連結

（百万円）
営業利益
経常利益

第16期
（2011.12）

連結

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 4,723百万円　　売上高構成比 69.6%

売上高  1,933百万円　　売上高構成比 28.5%

売上高       131百万円　　売上高構成比     1.9%

売上高は2010年度の4,586百万円から3.0％増加、販売
枚数も前年度を上回る水準で推移し、需要は堅調です。
2011年度には「シールインサーチ」、「マルウェアスキャ
ン」、「脆弱性アセスメント」といった機能を付加し、高機
能化を推進しました。2012年度はこうした差別化によ
る成果を見込むとともに、ノートンブランドとの融合によ
るブランド浸透を図ります。

売上高は2010年度の1,763百万円から9.6％増加しま
した。震災の影響によるセキュリティ投資の見合わせな
どが影響しましたが、2011年度後半より、スマートフォ
ンほかモバイル端末の認証などの受注が好転、業績に寄
与しました。2012年度はモバイルほか、ワンタイムパス
ワード認証などの二要素認証、リスクベース認証といっ
たサービスの成長を見込みます。

一部事業の撤退などの影響から、売上高は2010年度か
ら24.8％減少しました。2011年度は新gTLD（generic 
Top Level Domain）導入のサポートとコンサルティン
グサービスの販売を開始し、受注獲得に成果があり、
2012年度の業績に寄与します。

●サービス別概況



■IR関連
■クライアント認証関連■SSLサーバ証明書関連

■その他サービス（ドメインマネジメント）

4月12日
■SaaS型ウェブアプリケーション・
ファイアウォール（WAF）サービス
「Scutum」※のサービス拡張
対応トラフィックを大幅に拡充。SSLサーバ証明書に
よる通信の暗号化と、企業認証によるウェブサイトの
信頼性の提供に加えて、ウェブアプリケーションに対
するセキュリティもワンストップで提供、より多くの
お客様のニーズに応えます。（※2012年2月1日より「ベリサ
イン クラウド型WAF」）

Jan. 1月 Feb. 2月 Mar. 3月 Apr. 4月 May 5月
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2月28日
■日本初、1日単位で購入可能な
SSLサーバ証明書の販売開始

ベリサイン、ジオトラスト両ブランドで、日本で初めて
となる1日単位での購入・利用が可能なSSLサーバ証明
書「ワンコインSSL」の販売を開始しました。

4月19日
■Adobe®PDF文書
ソリューション向け電子証明書発行 
新サービスを提供開始

PDF電子署名用の電子証明書が発行可能な「ベリサイ
ン マネージドPKI for Adobe® CDS」。PDF文書作成
者の実在性、作成日時の真正性および文書が改ざんさ
れていないことを、文書の受け取り手が、複雑な設定変
更を行うことなく確認することができます。

1月17日
■SSLサーバ証明書の
即日発行を開始

有料のエクスプレスサービスを利用する
ことで、最短で即日発行が可能になりま
した。発行期間の短縮により、即時のビジ
ネスチャンスに対応します。

4月21日　
■SSLサーバ証明書に
VeriSign Trust™ Sealの機能を
無償バンドル開始、ベリサインの
SSLサーバ証明書に新たな付加価値
を提供

「VeriSign Trust Seal」機能は、従来のSSLに加
えて、マルウェアスキャンやシールインサーチと
いった、サイトの安全性を高める機能を新たに搭
載します。ウェブサイトへの訪問者に向けて、
ウェブサイトの安全性を視覚的にわかりやすい
形で提供します。

5月9日　
■「ベリサイン マネージドPKI 
for Device」 のiPhone、
iPad向けアプリを提供開始

スマートデバイス向け電子証明書発行
ソリューション「ベリサイン マネージド
PKI for Device」の、iPhone、iPad向け
電子証明書取得アプリを提供開始。専用
アプリで証明書の取得と証明書を利用
した認証設定が簡単になりました。

3月31日
■クラウドサービスへ
よりセキュアにアクセスする
認証プラットフォーム
「ベリサインGATE 
powered by CLOMO」を提供開始

シングルサインオンにより、PCやスマートフォン
やスマートデバイスからクラウドサービスにアク
セスする際の、電子証明書やワンタイムパスワー
ドを用いた強固な二要素認証による高いセキュリ
ティを実現します。 

■国内初、スマートフォン/
スマートデバイスの
安全な企業導入を実現する
認証・管理サービス
「ベリサインMDM 
powered by CLOMO」を提供開始

モバイル・デバイス・マネジメント（MDM）と電子
証明書のシステムを統合したサービスを国内で初
めて提供。iPhone、iPad、Androidなどのスマート
フォン／スマートデバイスのセキュアなリモート
管理と、認証強化を実現します。 

3月28日
■東日本大震災の被災者向け
ウェブサイトにSSLサーバ証明書などを無償提供

震災被災者への救済や、被災地での支援活動を目的とするウェブサ
イトを開設する企業や団体および行政機関向けに、「SSLサーバ証
明書」、「VeriSign Trust Seal」、「ドメインネーム取得サービス」な
どの無償提供を開始しました。

4月14日
■東日本大震災に被災されたお客様に、
ドメインネームの更新を無償提供

東日本大震災に被災されたお客様を対象に、大切
なドメインを失効させてしまうことのないよう、
ドメインネーム登録更新の、一定期間の無償提供
を開始しました。

▶  ▶  ▶ Topics of 20112011年トピックス

2月23日
■ベリサイン シールインサーチが
「ノートン™インターネット
セキュリティ2011」および
「ノートン360™ バージョン5」に表示
ベリサインシールはインターネットユーザーの74%に
認知される信頼の証で、ベリサインによる企業認証を受
けた10万以上のウェブサイトに表示されています。世

界No.1の総合セキュリティ対策
ソフトとの機能統合により、ベ
リサイン提供の「視覚的な安心
感」が大幅に拡大しました。 
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9月6日
■国内初、PCにプレインストールされた
ワンタイムパスワードトークンを
出荷開始

「レッツノート」2011年秋冬モデルに、ワンタイムパス
ワード生成ツール「VIP Access Desktop」がプレイン
ストールされました。ワンタイムパスワードのソフト
ウェアトークンがパソコンにプレインストールされる
のは、国内で初めてとなります。

11月16日
■「ワンタイムパスワード認証」と
「リスクベース認証」を
手軽に利用できる
「Symantec™ Validation & 
ID Protection」の提供を開始

「二要素認証」による「ワンタイムパスワード認
証」に加えて、「リスクベース認証」も提供。2つの
認証を組み合わせても、個別にどちらかのサービ
スを選択することも可能に。サイトの利用者に安
全かつ強固なクライアント認証を提供します。7月6日

■ジオトラストブランドの
SSLサーバ証明書が、
2010年国内純増数 第一位を獲得

クレジットカード決済への対応、暗号の2010年
問題への早期対応、追加ライセンスオプションの
無償化、日額・月額単位で購入できるSSLサーバ
証明書の提供などを実施。顧客ニーズをいち早く
満たすサービスを展開してきました。

10月7日
■SSLサーバ証明書に、
新たに「脆弱性アセスメント」
サービスの無償バンドルを
開始

ウェブサイトの機能やデータの流出、破
壊、改ざんを起こしうる潜在的な弱点
を、自動スキャン。脆弱性を素早く特定
し、レポートすることで、多発するウェ
ブアプリケーションの脆弱性を狙った
攻撃への対策を強化します。

■ベリサインシールを
「ノートン™
セキュアドシール」に刷新。
ベリサインとノートンの、
信頼性とブランド価値を融合

インターネットにおける信頼の証とし
て最も認知されている「ベリサインシー
ル」を、「ノートンセキュアドシール」と
して刷新することを発表しました。新し
いシールへの進化は2012年4月、全世
界で一斉に実施されます。

2012年2月17日
■「ベリサイン 電子カルテ向け
スマートデバイスソリューション」
を提供開始。
病院がiPadなどによる
電子カルテ操作に導入

iPhone、iPad、iPod touch、Androidなどの
スマートデバイスから既存の電子カルテシス
テムの利用が可能に。回診業務の効率化や端末
コスト削減を実現しつつ、MDMや電子証明書
により情報漏えいの抑止も低コストで実現し
ます。

6月22日
■新gTLD導入支援の受付を開始。
ICANNの承認により自由化され、
新たな活用が期待される
新gTLD導入をトータルで支援　

新gTLD(generic Top Level Domain）の導入
を検討する企業・組織に向けての支援サービス
受付を開始。新gTLD導入支援サービス、申請支
援コンサルティング、運用サービスなどを提供
します。

9月1日
■オンライン詐欺検出サービスの
最新バージョンを提供開始

オンラインバンキングやECサイト、ATMを使ったな
りすましによる詐欺やマネーロンダリングを防止す
るための、サービス提供者用の高度認証サービス。利
用者の行動パターン分析を元に検出し、不正を防ぐ
「リスクベース認証」を採用し、オンラインバンキング
などで多発する不正振込やオンライン詐欺を、より高
いレベルで検出します。

▶  ▶  ▶ Topics of 20112011年トピックス

8月9日
■コーポレートロゴを変更
従来のチェックマークのコーポレートロゴの下に、「A SYMANTEC 
AFFILIATED COMPANY」の文字を配置し、米国シマンテック・コー
ポレーションとの連携をアピールしたデザインとなっています。
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科　目
第15期

［自2010年  1月  1日］至2010年12月31日

第16期
［自2011年  1月  1日］至2011年12月31日

①売上高 6,949 6,788

売上原価 2,326 2,029

販売費及び一般管理費 3,295 3,311

②営業利益 1,327 1,447

②経常利益 1,348 1,504

特別損失 311 82

③当期純利益 2,189 665

連結貸借対照表（要約）

④ 現金及び預金が1,125百万円減少し、その他流動資
産が2,218百万円増加しているのは、有価証券（満
期保有目的の社債）を購入したためです。
⑤ 投資その他の資産が減少したのは、おもに繰延税金
資産の減少によるものです。

⑥ 純資産合計は、当期純利益665百万円を計上する一
方、配当225百万円の実施、自己株式167百万円の
取得により、272百万円増加しました。

（単位：百万円）

科　目 第15期
（2010年12月31日現在）

第16期
（2011年12月31日現在）

（資産の部）

④　 現金及び預金 9,849 8,724

その他流動資産 3,998 6,216

有形固定資産 576 477

無形固定資産 427 601

⑤　 投資その他の資産 1,231 447

資産 合計 16,083 16,469

科　目 第15期
（2010年12月31日現在）

第16期
（2011年12月31日現在）

（負債の部）

前受金 3,560 3,530

その他負債 670 813

負債 合計 4,231 4,343

（純資産の部）

⑥　 純資産 合計 11,852 12,125

負債・純資産 合計 16,083 16,469

［第16期（2011年度）のコメント］

連結損益計算書（要約） （単位：百万円）

①  売上高は、2010年度の子会社売却による影響が
あり、減収となりました。

② 主力のSSLサーバ証明書サービス、クライアン
ト認証サービスとも堅調、営業利益、経常利益
とも増益となりました。

③ 当期純利益の減少は、2010年度の子会社売却に
伴い、一時的に法人税等調整額が増加しました
が、2011年度はこれが減少したためです。

［第16期（2011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。

区　分
第15期

［自2010年  1月  1日］至2010年12月31日

第16期
［自2011年  1月  1日］至2011年12月31日

営業活動による
キャッシュ・フロー 1,708 2,256

⑦投資活動による
キャッシュ・フロー △108 △3,988

財務活動による
キャッシュ・フロー △164 △393

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △1 △0

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 1,434 △2,125

現金及び現金同等物の
期首残高 9,416 10,850

現金及び現金同等物の
期末残高 10,850 8,724

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）（単位：百万円）

⑦ 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証
券（満期保有目的の社債）の取得によるものです。
現金及び現金同等物の期末残高は、2,125百万
円減少し、8,724百万円となりました。

［第16期（2011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。

▶  ▶  ▶ Consolidated Financial Statements連結財務諸表
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【株式の状況】2011年12月31日現在

【大株主の状況】2011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···········································································26,674名

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 242,416 54.28

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 7,863 1.76

エヌ・ティ・ティ・
コミュニケーションズ株式会社 6,144 1.37

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

5,247 1.17

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 0.91

新日鉄ソリューションズ株式会社 2,641 0.59

松村　康史 2,100 0.47

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 1,593 0.35

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8,201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。なお、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

  ２． ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニーの所有株式
242,416株は、同社の信託業務に係る米国シマンテック・コーポレー
ションの信託財産としての株式であります。

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）お問合せ先

▶  ▶  ▶ Stock Information & Shareholders Information株式の状況・株主メモ
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【会社概要】2011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/
175名

【役　員】 2012年3月29日現在
代表取締役社長　 古市　克典
取　締　役 スコット・テイラー
取　締　役 フラン・ロッシュ
取　締　役 林　　新 
常勤監査役 野口　並人
監　査　役 藤田　敬司
監　査　役 植松　祐二

代表取締役社長
兼最高経営責任者（CEO）
古市　克典

▶  ▶  ▶ Company Data & Board of Directors会社概要・役員紹介



日本ベリサイン株式会社
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