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２００６年２月期
決算説明会資料

本資料のうち、当社の将来的な経営戦略や営業方針、業績予想等にかかわるものは、
いずれも現時点において当社が把握している情報に基づいて想定、算出されたもので
あり、経済動向、業界での激しい競争、市場需要、為替レート、税制や諸制度等に関わ
るリスクや不確実な要素を含んでおります。
従って、将来、実際に公表される業績等はこれらの種々の要素によって変動する可能

性があります。
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当社の事業ポートフォリオ

現在は２つの事業で戦略コンセプトを現在は２つの事業で戦略コンセプトを展開展開
事業領域拡大を目指して新規事業を積極的に開拓して事業領域拡大を目指して新規事業を積極的に開拓していますいます

リフレッシュメント事業リフレッシュメント事業リフレッシュメント事業

事業概要
• ベストセレクション混合自販機を中心とした
リフレッシュメントスペースの運営

主要顧客
• 小売業：フードコート、休憩室、トイ（ガチャ）
• 食品加工業：従業員食堂
• 物流業：物流ターミナル

事業概要
• ベストセレクション混合自販機を中心とした
リフレッシュメントスペースの運営

主要顧客
• 小売業：フードコート、休憩室、トイ（ガチャ）
• 食品加工業：従業員食堂
• 物流業：物流ターミナル

ビジネスサプライ事業ビジネスサプライ事業ビジネスサプライ事業

事業概要
• 間接資材・サービスの購買代行

主要顧客と提供資材
• 小売業：店舗販売用資材、後方間接資材
• 食品加工業：衛生資材、出荷用資材
• 物流業：梱包資材

事業概要
• 間接資材・サービスの購買代行

主要顧客と提供資材
• 小売業：店舗販売用資材、後方間接資材
• 食品加工業：衛生資材、出荷用資材
• 物流業：梱包資材

自販機管理台数自販機管理台数 18,28118,281台台
取扱アイテム数・・・・・約取扱アイテム数・・・・・約6,0006,000ｓｋｕｓｋｕ
（内環境対応アイテム数：約（内環境対応アイテム数：約900900ｓｋｕ）ｓｋｕ）

Ｂ２Ｂ
バックオフィスサポート事業
（後方部門のアウトソーシング）

Ｂ２Ｂ
バックオフィスサポート事業
（後方部門のアウトソーシング）

経営成績

（単位：百万円）2005年度数値
実実 績績 計画比計画比

売上高売上高 ４７，４５９４７，４５９ １０２．９％１０２．９％

昨年比昨年比

１１４．１％１１４．１％

売上比売上比

１００．０％１００．０％
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ビジネスサプライビジネスサプライ ２４，５１０２４，５１０ １０４．３％１０４．３％１１７．９％１１７．９％１００．０％１００．０％

リフレッシュメントリフレッシュメント ２２，９４９２２，９４９ １０１．５％１０１．５％１１０．２％１１０．２％１００．０％１００．０％

営業総利益営業総利益 ４，０４２４，０４２ ９９．０％９９．０％１１３．９％１１３．９％８．５％８．５％

ビジネスサプライビジネスサプライ １，９３６１，９３６ ９３．３％９３．３％１１４．４％１１４．４％７．９％７．９％

リフレッシュメントリフレッシュメント ２，１０５２，１０５ １０４．８％１０４．８％１１３．４％１１３．４％９．２％９．２％

販管費合計販管費合計 １，６２６１，６２６ ９６．６％９６．６％１１４．３％１１４．３％３．４％３．４％

ビジネスサプライビジネスサプライ ８７３８７３ ９８．７％９８．７％１４５．０％１４５．０％３．６％３．６％

リフレッシュメントリフレッシュメント ７５３７５３ ９１．２％９１．２％９１．８％９１．８％３．３％３．３％

営業利益営業利益 ２，４１６２，４１６ １００．６％１００．６％１１３．６％１１３．６％５．１％５．１％

ビジネスサプライビジネスサプライ １，０６３１，０６３ ８９．４％８９．４％９７．５％９７．５％４．３％４．３％

リフレッシュメントリフレッシュメント １，３５２１，３５２ １１４．３％１１４．３％１３０．５％１３０．５％５．９％５．９％

経常利益経常利益 ２，４３２２，４３２ １０２．２％１０２．２％１１６．８％１１６．８％５．１％５．１％

当期純利益当期純利益 １，４４３１，４４３ １０２．４％１０２．４％１１９．１％１１９．１％３．０％３．０％

（百万円）
売上高売上高

マーケット構成比マーケット構成比

ＡＥＯＮ各社ＡＥＯＮ各社
売上高売上高

53.153.1％％

一般マーケット一般マーケット
売上高売上高

46.946.9％％

ビジネスビジネス
サプライサプライ

51.651.6％％

リフレッシュリフレッシュ
メントメント

48.448.4％％

部門別構成比部門別構成比

14.1%Ｕ
Ｐ



コンサルティング営業＜長崎屋さまの事例①＞

標準化
集約

標準化
集約

システム・
物流設計

システム・
物流設計

秘密保持
契約

秘密保持
契約

調査
分析

調査
分析

コンサルティング提案

商品
コス
ト

Ｄｏｗ
ｎ

長崎屋さまの事例 （店舗数 約60店舗）

※約5億40百万円の後方資材の
うち、約3億70百万円の資材調査
（衛生資材・事務用品を除く）

～～ 長崎屋さまの間接資材と自販機における長崎屋さまの間接資材と自販機における
コスト・収益の見直しのお手伝いを！！～コスト・収益の見直しのお手伝いを！！～

長崎屋さま
石油高騰、円安の影響で、資材の既存取引先より5％の値上げ要請

長崎屋さま
石油高騰、円安の影響で、資材の既存取引先より5％の値上げ要請

長崎屋さまの
コストコントロール委員会

長崎屋さまの
コストコントロール委員会

当社、ビジネスサプライ当社、ビジネスサプライ
・リフレッシュメントが参加・リフレッシュメントが参加

効率化
提案

効率化
提案

取引契約
の締結

取引契約
の締結

取引開始取引開始

20062006年年55月月
取引開始取引開始

管理
コス
ト

Ｄｏｗ
ｎ

調達
コス
ト

Ｄｏｗ
ｎ

コンサルティング営業＜長崎屋さまの事例②＞

店舗後方資材 369百万円

実態実態

コストコントロール委員会コストコントロール委員会

ビジネスサプライ事業部ビジネスサプライ事業部

リフレッシュメント事業部リフレッシュメント事業部

自販機売上 580百万円
（台数） ( 851台)

電気代 61百万円

長崎屋さまと当社長崎屋さまと当社

コスト削減額

1億円を
共通目標に、
継続中

店舗後方資材 332百万円店舗後方資材 332百万円

自販機売上 673百万円

（台数） （680台）

自販機売上 673百万円

（台数） （680台）

電気代 49百万円電気代 49百万円

第1次提案第1次提案

間接材の一元管理
・発注作業の簡素化
・ＥＤＩ化による清算業務の
簡素化

商品との共同配送
・センター検収と計上
・積載効率の改善
・店舗荷受、検収作業の改善

週2便配送
・後方在庫の削減
・年末年始お盆期間配送
・発注精度の向上

自販機の一元管理
・清算業務の簡素化
・期中売上管理の実現
・自販機周辺の美化徹底

※ ご提案内容

長崎屋さま長崎屋さま

当社当社

コスト削減額

37百万円
利益増・電気代

20百万円
利益改善額

57百万円

利益改善額

5757百万円百万円

資材売上

332百万円
自販機売上

673百万円＋＋

＋＋ ＝＝

利益改善利益改善
第第22次提案次提案
進行中！進行中！

値上げ分を加味すると値上げ分を加味すると
7575百万円の貢献！！百万円の貢献！！

標準化・需要集約標準化・需要集約効率化効率化



ビジネスサプライ事業

・売上高：昨年比＋3,728百万円【＋17.9％】
・一般マーケット売上高 昨年比＋1,145百万円
・イオンマルシェ（カルフール）等グループ内取引が
拡大したためグループ内売上比率が増加

・売上高：昨年比＋3,728百万円【＋17.9％】
・一般マーケット売上高 昨年比＋1,145百万円
・イオンマルシェ（カルフール）等グループ内取引が
拡大したためグループ内売上比率が増加
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営業総利益

営業総利益率

営業総利益

・営業総利益：昨年比＋243百万円【＋14.4％】
・ポリ袋をはじめとする化成品調達価格の上昇に対し
物流費削減を行なうものの営業総利益率は0.3％↓

・営業総利益：昨年比＋243百万円【＋14.4％】
・ポリ袋をはじめとする化成品調達価格の上昇に対し
物流費削減を行なうものの営業総利益率は0.3％↓
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05/1月
1バレル=38ドル

06/1月
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06/1月
1バレル=56ドル

（$/B）為替と原油価格の推移為替と原油価格の推移

（財務省、通関統計ほか）

売上高

（％）（百万円）

17,829
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20,782
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グループ内外比率グループ内外比率グループ内外比率

（$/¥）

ビジネスサプライ事業；セグメント数値

ビジネスサプライ事業数値

2005年度 取組み

流通チェーン企業への
調査分析の後コスト削減提案
間接材における第1次コスト削
減額→3,700万円
コスト削減額5,000万円を目指し
て2次提案準備中

流通チェーン企業への
調査分析の後コスト削減提案
間接材における第1次コスト削
減額→3,700万円
コスト削減額5,000万円を目指し
て2次提案準備中

購買代行購買代行購買代行

地方食品スーパーへのレ
ジまわり資材を中心とした
取引開始

地方食品スーパーへのレ
ジまわり資材を中心とした
取引開始

新規顧客開発新規顧客開発新規顧客開発

新規顧客開発のため人員
強化
営業部4名＋パッケージ部
2名＝計6名増員

新規顧客開発のため人員
強化
営業部4名＋パッケージ部
2名＝計6名増員

ｱｳﾄﾏｰｹｯﾄ営業力強化ｱｳﾄﾏｰｹｯﾄ営業力強化ｱｳﾄﾏｰｹｯﾄ営業力強化

取扱アイテム拡大による
売上の拡大
食品資材（トレー・ラップ）
分野に商品領域を拡大

取扱アイテム拡大による
売上の拡大
食品資材（トレー・ラップ）
分野に商品領域を拡大

取引アイテム拡大取引アイテム拡大取引アイテム拡大

カワイパックス㈱営業権譲受に
より、販売チャネル拡大、市町
村への営業力強化
ゴミ袋市場シェア2.8%に拡大
売上高・・・5億円（05年度）
⇒15億円（06年度計画）

カワイパックス㈱営業権譲受に
より、販売チャネル拡大、市町
村への営業力強化
ゴミ袋市場シェア2.8%に拡大
売上高・・・5億円（05年度）
⇒15億円（06年度計画）

Ｍ＆Ａ・営業権譲受Ｍ＆Ａ・営業権譲受Ｍ＆Ａ・営業権譲受

各物流センターの最適配
置（北海道・関東・関西の
各センター移転実施）⇒物
流効率化（売上高物流比
率0.3ポイント改善）

各物流センターの最適配
置（北海道・関東・関西の
各センター移転実施）⇒物
流効率化（売上高物流比
率0.3ポイント改善）

物流機能の強化物流機能の強化物流機能の強化

２００５年度売上高２００５年度売上高

ストアサービス １５，８４９１５，８４９

昨年比昨年比

１２１．４％１２１．４％

構成比構成比

６４．７％６４．７％

オフィスサービス ８２３８２３ １０３．９％１０３．９％３．４％３．４％

素材販売 ３，６０６３，６０６ １００．２％１００．２％１４．７％１４．７％

パッケージ販売 ４，２３０４，２３０ １２６．９％１２６．９％１７．３％１７．３％

事業部合計 ２４，５１０２４，５１０ １１７．９％１１７．９％１００．０％１００．０％

（単位：百万円）

環境に配慮した商品の提案環境に配慮した商品の提案環境に配慮した商品の提案

マイバッグマイバッグ

マイバスケットマイバスケット

グリーン購入
ネットワーク商品

グリーン購入
ネットワーク商品

営業利益（利益率） １，０６３１，０６３ （利益率４．３％）（利益率４．３％） ９７．５％９７．５％



リフレッシュメント事業
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売上高

営業総利益
（％）（百万円）
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・昨年比＋2,129百万円【＋10.2％】
・一般マーケット売上高
昨年比＋1,778百万円【56.4%⇒58.9%】

・昨年比＋2,129百万円【＋10.2％】
・一般マーケット売上高
昨年比＋1,778百万円【56.4%⇒58.9%】

45.5 43.6 41.1
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ＡＥＯＮ各社ＡＥＯＮ各社

一般マーケット一般マーケット

・昨年比＋248百万円【＋13.4％】

・自社機の積極投入（期末稼働台数2,532台）により、
営業総利益率の改善【8.9％⇒9.2％】

・昨年比＋248百万円【＋13.4％】

・自社機の積極投入（期末稼働台数2,532台）により、
営業総利益率の改善【8.9％⇒9.2％】

10.2%Ｕ
Ｐ

13.4%Ｕ
Ｐ

グループ内外比率グループ内外比率グループ内外比率

18,281

16,793

15,103

32.2％

14.2％
4.3％

14,000

16,000

18,000

20,000

03年度 04年度 05年度

-40

-20

0

20

40
総管理台数

混合機自社機率

（％）（台）

自社
機率

ＵＰ！

リフレッシュメント事業；セグメント数値

リフレッシュメント事業数値

新規契約企業・・・50社151台
食品加工業（7社）
物流業（4社）
ＳＭチェーン（1社）
小売業（4社）
その他（34社）

新規契約企業・・・50社151台
食品加工業（7社）
物流業（4社）
ＳＭチェーン（1社）
小売業（4社）
その他（34社）

2005年度 取組み

アウトマーケット開発アウトマーケット開発アウトマーケット開発

流通チェーン企業へのコンサル
営業実施。品揃え強化と設置
場所見直しにより
自販機（55台→46台に削減）
⇒売上向上＋電力費削減

＝売上高昨年比113.7％

流通チェーン企業へのコンサル
営業実施。品揃え強化と設置
場所見直しにより
自販機（55台→46台に削減）
⇒売上向上＋電力費削減

＝売上高昨年比113.7％

ビジネスモデルの証明ビジネスモデルの証明ビジネスモデルの証明

12月度より、環境に配慮したマ
イカップ自販機の展開を開始。
（紙コップ使用量・ごみの削減）
利用者が特定できる場所に9台
の展開⇒ISO14001取得企業
を対象に50台の開発を計画

12月度より、環境に配慮したマ
イカップ自販機の展開を開始。
（紙コップ使用量・ごみの削減）
利用者が特定できる場所に9台
の展開⇒ISO14001取得企業
を対象に50台の開発を計画

マイカップ自販機マイカップ自販機マイカップ自販機

イオンＰＢ商品「トップバリュ」商
品と、コカ・コーラ商品を揃えた
「トップバリュ混合自販機」の積
極的な投入を推進。
トップバリュ12.7万ケースの供
給実績

イオンＰＢ商品「トップバリュ」商
品と、コカ・コーラ商品を揃えた
「トップバリュ混合自販機」の積
極的な投入を推進。
トップバリュ12.7万ケースの供
給実績

トップバリュ商品拡大トップバリュ商品拡大トップバリュ商品拡大

郵政公社さまとの取引開始。
⇒関東・東京・信越・中国地
区に約20台の自販機を設置。
1台当たり売上高
（平均）15万円/月

郵政公社さまとの取引開始。
⇒関東・東京・信越・中国地
区に約20台の自販機を設置。
1台当たり売上高
（平均）15万円/月

郵政公社さまとの取引郵政公社郵政公社さまさまとの取引との取引

グループへの積極的な展開に
より管理台数大幅増加。

トイ自販機管理台数
16,420台（04年度）

⇒ 26,441台（05年度）

グループへの積極的な展開に
より管理台数大幅増加。

トイ自販機管理台数
16,420台（04年度）

⇒ 26,441台（05年度）

トイ（カプセル）自販機トイ（カプセル）自販機トイ（カプセル）自販機

（単位：百万円）

２００５年度売上高２００５年度売上高

中身売上（缶飲料など） １８，５６５１８，５６５

昨年比昨年比

１０９．４％１０９．４％

構成比構成比

８０．９％８０．９％

中身売上（玩具） ２，８２１２，８２１ １５０．２％１５０．２％１２．３％１２．３％

機械売上 １，２９５１，２９５ ７５．０％７５．０％５．６％５．６％

販売受入手数料 ２６６２６６ １１１．３％１１１．３％１．２％１．２％

事業部合計 ２２，９４９２２，９４９ １１０．２％１１０．２％１００．０％１００．０％

リフレッシュコーナー（イメージ図）

飲料飲料自動自動
販売機販売機

分煙機分煙機 グリーングリーン

営業利益（利益率） １３０．５％１３０．５％１，３５２１，３５２ （利益率５．９％）（利益率５．９％）



2,937

18,753

10,344

10,999

346

財務状態－貸借対照表

769その他

4,800関係会社預け金

5,015売掛金

1,009受取手形

1,366たな卸資産

5,985現金及び預金

18,94518,945流動資産流動資産

2,269投資その他

75無形固定資産

737有形固定資産

3,0823,082固定資産固定資産

731未払金・未払費用

699未払法人税等

156その他

9,241買掛金

10,83010,830流動負債流動負債

7,711利益剰余金

1,463資本剰余金

445その他有価証券評価差額

1,222資本金

10,84310,843資本合計資本合計

75役員退職慰労金

20退職給付引当金

258繰延税金負債

354354固定負債固定負債

流動資産流動資産

固定資産

流動負債流動負債

固定負債固定負債

資本資本

健全な財務体質を維持！！
成長のため、Ｍ＆Ａ・アライアンスに

取り組んでまいります

（単位：百万円）

キャッシュ・フローの状況

２００５年度２００５年度２００５年度 ２００４年度２００４年度

営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー １，３２６１，３２６１，３２６

△１，８６１△△１，８６１１，８６１

△１９６△△１９６１９６

△７３１△△７３１７３１

２，０６２２，０６２

△△１６６１６６

１，６３８１，６３８

３，５３４３，５３４

投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増加額現金及び現金同等物の増加額

６，７１５６，７１５６，７１５ ３，１８１３，１８１現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高

５，９８４５，９８４５，９８４ ６，７１５６，７１５現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高

（単位：百万円）

自社機購入自社機購入
営業権譲受費用営業権譲受費用

配当金支払配当金支払

売上債権増加売上債権増加
法人税納付法人税納付

※※ 長期性預金の預入れにより現金及び現金同等物が１２億円減少しております。長期性預金の預入れにより現金及び現金同等物が１２億円減少しております。



配当状況・配当性向

２００３年度２００３年度
配当実績配当実績

配当性向配当性向

年間配当金年間配当金 ２５．００円２５．００円

８．６％８．６％

２００５年度
配当見込

２００５年度２００５年度
配当見込配当見込

６６．００円６６．００円６６．００円

３０．８％３０．８％３０．８％

２００６年度２００６年度
配当予定配当予定

７６．００円７６．００円

３０．０％３０．０％

２００４年度２００４年度
配当実績配当実績

３０．００円３０．００円

１５．５％１５．５％

株主の皆さまへの利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけしております

前期
比

３６円
増額

配当予想の修正に関するご報告（２００６年１月１３日）

株主の皆さまへの安定配当に配慮しつつ、業績の向上に応じて株主の皆さまに対する利益還元
を積極的に実施することを基本としてまいりました。今後、この姿勢をさらに明確にするため、
配当性向を３０％と設定させていただきました。

株式の売出しに関するご報告（２００６年１月１３日）

当社株式の分布状況の改善と流動性向上を目的とし、イオン㈱より株式を４０万株売出し
３，１９２件に販売致しました。

株主数 １，９０１名 ⇒ ４，０３１名 （０５年８月２０日→０６年２月２０日比較）

２，１
３０名

増加

オートマックセールスの子会社化について

駐在
18%

ルート
5%

売店
1%

他社
64%

委託
12%

取扱構成取扱構成取扱構成

マイカルマイカル100100%%子会社の自動販売機会社子会社の自動販売機会社

自社オペレーション

他社
オペレーション

売上高売上高売上高

経常利益経常利益経常利益

当期利益当期利益当期利益

２００５年度 経営状況２００５年度２００５年度 経営状況経営状況

4,7094,709

323323

165165

流動資産流動資産流動資産

固定資産固定資産固定資産

資産合計資産合計資産合計

1,6781,678

693693

2,3722,372

流動負債流動負債流動負債

固定負債固定負債固定負債

資本合計資本合計資本合計

442442

3939

1,8901,890

自販機管理台数自販機管理台数自販機管理台数

13,122台13,122台

（単位：百万円）

40,000八洋3

63,500ｱﾍﾟｯｸｽ2

184,000ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ1

24,500ﾅｼｮﾅﾙﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ5

33,800ユカ4

自販機台数社名

（2004年度データ／㈱富士リサーチセンター資料より）

専業フルオペランキング専業フルオペランキング専業フルオペランキング

13,122ｵｰﾄﾏｯｸｾｰﾙｽ

18,281ﾁｪﾙﾄ（ＲＦ事業）

（※ 2005年度管理）

24,500八洋3

58,000ｱﾍﾟｯｸｽ2

137,759ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ1

15,274ﾅｼｮﾅﾙﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ5

21,400ユカ4

売上高社名

9,280ｵｰﾄﾏｯｸｾｰﾙｽ

18,565ﾁｪﾙﾄ（ＲＦ事業）

台数ベースでは5位販売額ベースでは3位に相当！！台数ベースでは5位販売額ベースでは3位に相当！！



2006年度の実行計画

2

3

4

バックオフィスサポート事業の整備バックオフィスサポート事業の整備バックオフィスサポート事業の整備

グループ外マーケットの開拓グループ外マーケットの開拓グループ外マーケットの開拓

事業領域の拡大事業領域の拡大事業領域の拡大

人材価値・企業価値の向上人材価値・企業価値の向上人材価値・企業価値の向上

1
・マーチャンダイジング力の強化・マーチャンダイジング力の強化

・バックオフィス効率化のためのコンサルティング営業の展開・バックオフィス効率化のためのコンサルティング営業の展開

・新規事業の開発・新規事業の開発
・海外ダイレクトソーシングの拠点開発・海外ダイレクトソーシングの拠点開発

・「人づくり教育元年」－商品とマーケティング人材の育成・「人づくり教育元年」－商品とマーケティング人材の育成

2006年度の計画数値

（単位：百万円）2006年度 －計画数値ｰ

計画数値計画数値 前年比前年比

営業利益営業利益

販管費合計販管費合計

営業総利益営業総利益

売上高売上高 ５９，８００５９，８００

６，４７５６，４７５

３，６６４３，６６４

２，８１１２，８１１

１２６．０％１２６．０％

１６０．２％１６０．２％

２２５．３％２２５．３％

１１６．３％１１６．３％

売上比売上比

１００．０％１００．０％

１０．８％１０．８％

６．１％６．１％

４．７％４．７％

経常利益経常利益 ２，８１６２，８１６ １１５．８％１１５．８％４．７％４．７％

当期純利益当期純利益 １，６６１１，６６１ １１５．１％１１５．１％２．８％２．８％

（（単体）単体）

売上高売上高 ６２，０９０６２，０９０ １００．０％１００．０％

経常利益経常利益 ２，９４６２，９４６ ４．７％４．７％

当期純利益当期純利益 １，７３８１，７３８ ２．８％２．８％

（（連結）連結）
事業構成の見通し(連結)

ﾘﾌﾚｯｼｭﾒﾝﾄ

41.1%

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾌﾟﾗｲ

46.7%

ＡＭＳ

11.4%

新規事業

0.8%



環境対応システム自販機環境対応システム自販機環境対応システム自販機

当社のこだわり：エコロジー

ＦＳＣ森林認証制度のＣＯＣ認証取得

エコロジーエコロジー

古紙へのこだわり古紙へのこだわり古紙へのこだわり

0%

50%

100%

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5

その他用紙（t）

コピー用紙古紙100% （ t ）

チラシ用紙古紙100％（ t）

0
10
20
30
40
50

01 02 03 04 05

万万本

回収新聞紙100％を利用した古紙
100％、白色度70％のコピー用紙
『イオングリーン』を年間10万ケース
販売しています。
チラシ用古紙も含めた古紙使用量

は、5年間で生木約186186万本の保
護に相当します。

生木
高さ8m×直径14㎝

ＣＯ2

ＣＯ2

ＣＯ２
電気消費量
削減！！

電気量

Best Selection
チェルトの混合機は
環境対応システム

新たな取組み
～マイカップ自販機～

紙コップ使用量

2525％％削減!!！！

ＩＳＯ１４００1認証取得

そのほかにも、イオン環境財団、イオン１％クラブを通じた環境保全、
社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

ありがとうございました

お問合せ先
チェルト株式会社 広報・IR部 03-5281-0595ir-info@certo.jp


