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本資料に記載されている業績予想、及び将来の事象に関する記載は、
現時点での見通しであり、経済・事業環境の変化などさまざまな要因
により変動することがありますのでご了承ください。
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により変動することがありますのでご了承ください。

平成17年4月7日

当社は、平成１６年１２月３日をもちまして

ジャスダック証券取引所へ株式を上場いたしました。

これもひとえに皆様方のご支援の賜と深く感謝申し上げます。

ここに謹んで株式上場のご挨拶を申し上げますとともに

今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 西谷義晴

ご挨拶



会社概要

設立 1992年8月

事業所 本社 千葉市美浜区中瀬１-５-１
事業所 東京 大阪 名古屋 福岡

事業内容 バックオフィスサポート事業

代表者 代表取締役社長 西谷 義晴

資本金 12億2,250万円

売上高 416億277万円（2005年2月期）

経常利益 20億8,319万円（2005年2月期）

従業員数 91名（2005年2月20日現在）

決算期 2月20日

ビジネスサプライ事業
リフレッシュメント事業

Ｂ２Ｂバックオフィスサポート事業

顧客企業の間接後方部門（バックオフィス）の業務を支援（サポート）します。

チェルトの事業内容
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ビジネスサプライ事業

（（間接材購買代行）間接材購買代行）

•• 店舗資材店舗資材

•• 事務用品事務用品

•• 衛生資材衛生資材
リフレッシュメント事業

((ベンディングサービス）ベンディングサービス）

•• 自動販売機自動販売機

•• オフィスプランニングオフィスプランニング

•• グリーンレンタルグリーンレンタル

後方機能を代行し、顧客企業の
経営資源集中に協力します

オフィス・店舗のリフレッシュ
空間をプロデュース、運営します



ビジネスサプライ事業

メーカーＡ
メーカーＡ

出荷センター

オペレーションセン
ター

メーカーＢ
メーカーＢ

メーカーＣ
メーカーＣ

規格統一

環境対応

需要集約

オークション利用による
価格引き下げ

規格の統一、需要の集約
による価格引き下げ

発注

納品

店 舗
事業所

店 舗
事業所

ポリ袋、包装紙 オフィス消耗品

衛生資材など

リフレッシュメント事業

飲料
Ａ社

飲料
Ｂ社

飲料
Ｃ社

複数メーカーの自販機を設置している
ロケーションオーナー様に混合機
ＢｅｓｔＳｅｌｅｃｔｉｏｎをご提案しています。

チェルトの混合機
ＢｅｓｔＳｅｌｅｃｔｉｏｎは、
主要メーカーの売筋商品取り揃えているので
複数の自販機を１台に集約することができます。

電気代の削減
スペースの有効利用
補充回数の削減

オペレータ品揃指示
ルート指導

ＰＯＳデータ分析
マーケティング

最適品揃
適時巡回

ＰＯＳデータの分析に基づく徹底的な単品管理で業界
平均を大幅に上回る販売効率を実現しています！

ＰＯＳデータの分析に基づく徹底的な単品管理で業界
平均を大幅に上回る販売効率を実現しています！

自販機を核として、グリーン（観葉植物）、
分煙機、テーブル･チェアなどトータルな
リフレッシュメントスペースをご提案します。

自販機を核として、グリーン（観葉植物）、
分煙機、テーブル･チェアなどトータルな
リフレッシュメントスペースをご提案します。



営業の推移
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百万円

売上高は順調に推移！！

今後も２ケタ成長を目指して邁進します！！

平成17年2月期の事業報告

• グループ外企業への積極的な営業展開
新規開拓と既存顧客の取引拡大
インターネット業務資材利用企業数１７６社→９１１社
自動販売機新規１２１社３２３台

• グループ企業の深耕
購買代行企業の新規拡大 資材の共通化
トップバリュ混合自販機の導入年間５３５万本（２２万ケース）

35,164

41,602

H16 H17

売上高

売上高６４億円増

新規開拓２１億円

既存拡大４３億円



平成17年2月期の事業報告

• 事業強化の取り組み
自社自販機７５０台投入→利益率0.6％向上へ
物流効率の改善（構内作業費等の削減）
パッケージシステムの開発

• 事業基盤の整備
ＣＲＭ（カスタマーリレーションシップマネジメント）による営業支援体制
基幹サーバーの増強とネットワークシステムの刷新
実力主義人事制度の導入（職位職能給・年間業績賞与）

売上構成比の推移
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平成17年2月期 損益計算書

109.1%１，３０４１，４２３販売管理費

116.6％１７，８２９２０，７８２（ビジネスサプライ）

120.1％１７，３３５２０，８２０（リフレッシュメント）

69.9%１，７３４１，２１１当期純利益

112.5%１，８５１２，０８３経常利益

118.2%１，８００２，１２７営業利益

114.4%３，１０４３，５５０売上総利益

118.3%３５，１６４４１，６０２売 上 高

前期比平成16年２月期平成17年２月期

（百万円）

• イオングループ各社の資材購買の集約と新規開拓
単品管理強化による飲料売上の好調により、売上高は前年比18.3％増。

• 営業利益、経常利益についてもほぼ見通しのとおりとなりました。

• 当期純利益は前年、子会社株式の売却による法人税の減少があったため、前
期比では、30.1％減となりますがほぼ見通し通りの結果となりました。

• イオングループ各社の資材購買の集約と新規開拓
単品管理強化による飲料売上の好調により、売上高は前年比18.3％増。

• 営業利益、経常利益についてもほぼ見通しのとおりとなりました。

• 当期純利益は前年、子会社株式の売却による法人税の減少があったため、前
期比では、30.1％減となりますがほぼ見通し通りの結果となりました。

経営効率

回       次 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期

売 上 高 経 常 利 益 率 （％） 5.1 5.1 5.6 5.3 5.0

1 株 当 た り 配 当 額 （円） 20,000 20,000 20,000 25,000 30
*

1株当たり当期純利益 （円） 146,295 109,457 112,093 286,036 193.66

自 己 資 本 比 率 （％） 33.1 37.3 35.5 41.7 46.3

配 当 性 向 （％） 13.7 18.3 17.8 8.6 16.3

従 業 員 数 （人） 87 84 80 87 91

１ 人 当 た り 売 上 高 （千円） 301,726 328,710 387,918 404,193 457,173

*第１３期に１株を１０００株に分割しています。



18年2月期の取り組み

①バックオフィスサポートの基盤強化
・商品力の強化（機能、コスト、環境）
・新規事業による領域拡大に着手
ユニフォームサービス
施設サービス（オフィスプランニング）

→５年以内に新規事業の構成比を３０％に

②収益力の向上
・自社保有自販機1500台投入
・ＣＲＭの活用による営業力強化

③専門人材の獲得と育成

平成18年2月期 業績予想

１２０．５％４，２８０売上総利益

１１３．１％２３，５００（ビジネスサプライ）

１０８．５%２２，６００（リフレッシュメント）

１１２．８%２，４００営業利益

前年比平成１８年２月期（予想）

１１６．３%１，４１０当期純利益

１１４．３%２，３８１経常利益

１１０．８%４６，１００売 上 高



ありがとうございました


