
 

 

2018年 4月 10日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 イ ン ソ ー ス 

代表者名 代表取締役 執行役員社長  舟橋 孝之 

 （コード番号： 6 2 0 0  東証第一部） 

 

「働くを楽しくする」サービスを提供する株式会社インソース（本社：東京都千代田区、代表取締役執行役員

社長：舟橋孝之、証券コード：6200、以下「当社」）は、2018年 3月度の WEBinsource上半期累計登録先数が 6,970

社、ストレスチェック支援サービスの当月実施先数の上半期累計が 149 社、人事サポートシステム「Leaf」有料

月間利用社数が 53社となったことをお知らせします。詳細は次のとおりです。 

 

１．2018年 3月度 WEBinsource登録先数(単位：社) 

  10月獲得 11月獲得 12月獲得 1月獲得 2月獲得 3月獲得 
上半期累計 

(前年同期間比) 

登録先数 158 169 197 154  236 252 1,166 

(前月比) (-69) (+11) (+28) (-43) (+82) (+16) (-53) 

(前年比) (150.4%) （179.7%) (182.4%) (88.0%) (75.6%)  (59.2%) (95.6%) 

累計 5,962 6,131 6,328 6,482 6,718  6,970 前期末比 

（前期末比） (+158) (+327) (+524) (+678) (+914) (+1,166) 120.0% 

2017年 1～3月は WEBinsource新規獲得キャンペーンの実施により、登録先数が大幅に伸長した。 

 

２．2018年 3月度 ストレスチェック支援サービス  

受注金額（単位：千円）及び、当月受注先数、当月実施先数(単位：社) 

  
10月獲得 11月獲得 12月獲得 1月獲得 2月獲得 3月獲得 

上半期累計 

(前年同期間比) 

受注金額 19,700 1,042 3,225 1,715 6,112 11,781 43,575 

(期初来累計) - (20,742) (23,967) (25,682) (31,794) (43,557) - 

(前期末比) (178.1%) (64.2%) (209.4%) (82.1%) (698.5%) (63.8%) (122.2%) 

当月受注先数 

(期初来累計) 

53 

(53) 

6 

(59) 

7 

(66) 

6 

(72) 

3 

(75) 

9 

(84) 

84 

- 

当月実施先数 4 5 4 2 7 127 149 

 (期初来累計) (4) (9) (13) (15) (22) (149) - 

※上記受注金額は該当期間に受領した受注金額の合計であり、複数事業年度にわたるものが含まれております。 

 

３．2018年 3月度 自社開発システム「Leaf」を活用するサービス 月間有料利用社数(単位：社)  

「Leaf」は ASPとしてだけでなく、当社の HRテックのインフラとして、「STUDIO Powered by Leaf（eラー

ニング）」や「ストレスチェック支援サービス」などに活用しております。 

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

Leaf(本体)フルサービス 43 43 45 44 51 53 

(前月比) - - (+2) (-1) (+7) (+2) 

(前年比) (165.3%) (159.2%) (160.7%) (162.9%) (204.0%) (182.7%) 

Leafを 

インフラと

して活用し

たサービス 

STUDIO PBL(ｅラーニング) 34 54 59 77 81 97 

(前月比) (±0) (+20) (+5) (+18) (+4) (+16) 

ストレスチェック支援サービス 4 5 4 2 7 127 

 (期初来累計) (4) (9) (13) (15) (22) (149) 

※STUDIO PBL は 2017 年 5月より本格開始しております。 

※ストレスチェック支援サービスは当月実施先数を開示しております。 

2018 年 3 月度 WEB サービス進捗状況のお知らせ 

～ストレスチェック支援サービス当月実施先数の上半期累計が 149社に～ 



 

 

 

■WEBinsource とは 

 １名から参加できる公開講座を、割引価格でお申込みいただけるサービスです。ネット上で簡単にお申

込みでき、提携各社の研修申込や書籍等の購入もできます。そのため、社員教育インフラの一つとして導

入する顧客先数が毎年増加しており、公開講座事業における受講者数がさらに伸びる要因の一つとなって

おります。 

＜WEBinsource＞http://www.insource.co.jp/webins/index.html 

 

また、まとめてご購入いただくことで割引となる「人財育成スマートパック」との併用により、受講料

がさらにお得となるため、こちらも WEBinsource 会員増加の一因となっております。 

 ＜人財育成スマートパック＞http://www.insource.co.jp/bup/bup_smartpack.html 

 

今後は人事総務関連業務の IT 化拡大のため、「ストレスチェック支援サービス」や「アセスメント」、

「e ラーニング」などあらゆる HR サービスをオンラインでご提供できるプラットフォーム化を順次行っ

てまいります。 

 

■ストレスチェック支援サービスとは 

当社では「Leaf」を利用したストレスチェック支援（運用代行）サービスを１人あたり 216 円（税込）

からと、格安のお値段で提供しております（初期費用除く）。Web システムと紙面調査票の併用する Mix

型の運用代行も承っております。 

＜ストレスチェック支援サービス＞

http://www.insource.co.jp/it-tool/leaf_other_usage_stresscheck.html 

 

■「Leaf」とは  

「Leaf」とは、研修管理・運営などの育成・キャリア支援だけでなく、人事評価、スキル管理、ストレ

スチェック実施など人事関連業務を、IT の活用により効率化・省力化し、生産性向上を支援する当社開

発の ITサービスです。 

＜Leaf＞http://www.insource.co.jp/it-tool/kenkanrisys_top.html 

 

当社の HR テックのインフラとして活用しているサービスを含め、累計 270社以上で利用されておりま

す。 

 

■「STUDIO Powered by Leaf」とは 

「STUDIO PBL」とは、面倒な設定が一切不要のクラウド型ｅラーニングです。最短３営業日以内で受

講が開始でき、65テーマ 190本以上（2017 年 9月末時点）の教材が視聴し放題です。 

＜STUDIO PBL＞http://www.mitemo.co.jp/studio/ 

 

 

当社では今後とも、ホワイトカラーの生産性向上のため、研修サービスだけでなく ITサービスなどもリーズナ

ブルに提供し、当社事業の拡大を図ってまいります。 

以 上 
 

数値は速報値にて決算発表時の数値と異なる場合があります。細心の注意を払って掲載しておりますが、

その正確性を完全に保証するものではありません。 
 

【お問合せ先】株式会社インソース    http://www.insource.co.jp/index.html 

（取材・広報に関して） 総務広報部(石川) TEL:03-5259-0070 

（サービス内容に関して） 

 

WEBinsource／Leaf 

ストレスチェック支援サービス（ＩＴサービス事業部） 

TEL:0120-800-255 

TEL:03-5577-2051 
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