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基本情報
商商 号号

証券コード証券コード

設設 立立

代代 表表 者者

本本 店店

事事 業業 所所

資資 本本 金金

事業内容事業内容

売売 上上 高高

経常利益経常利益

従業員数従業員数

決決 算算 期期

チェルト株式会社チェルト株式会社

３３５４３３５４ （ＪＡＳＤＡＱ）（ＪＡＳＤＡＱ）

１９９２年８月２７日１９９２年８月２７日

代表取締役社長代表取締役社長 西谷西谷 義晴義晴

千葉市美浜区中瀬１－５－１千葉市美浜区中瀬１－５－１

仙台、東京、浜松、名古屋、大阪、福岡仙台、東京、浜松、名古屋、大阪、福岡

１２億２，２５０万円１２億２，２５０万円

Ｂ２Ｂバックオフィスサポート事業Ｂ２Ｂバックオフィスサポート事業

４７４億５，９４０万円４７４億５，９４０万円（２００６年２月期）（２００６年２月期）

２４億３，２５３万円２４億３，２５３万円（２００６年２月期）（２００６年２月期）

１４３名１４３名 （２００６年８月２０日／パートタイマー含む）（２００６年８月２０日／パートタイマー含む）

２月２０日２月２０日

環境という言葉を大切にお客さま企業のバックオフィスをサポートしてまいります



2

当社の事業ポートフォリオ

ビジネスサプライ事業ビジネスサプライ事業

リフレッシュメント事業リフレッシュメント事業

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

事業概要事業概要

・間接資材の購買代行・間接資材の購買代行
・ヒューマンサポート事業：一般労働者派遣・ヒューマンサポート事業：一般労働者派遣

有料職業紹介（有料職業紹介（1212月）月）
主要顧客と提供資材主要顧客と提供資材

・小売業・小売業 ：店舗販売用資材、後方間接資材：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・食品加工業：衛生資材、出荷用資材
・物流業・物流業 ：梱包資材：梱包資材

事業概要事業概要

ベストセレクション混合自販機を中ベストセレクション混合自販機を中
心とした従業員への憩いの空間を心とした従業員への憩いの空間を
提供提供

主要顧客と提供スペース主要顧客と提供スペース

・小売業・小売業 ：パブリックスペース：パブリックスペース
休憩室休憩室

・食品加工業：従業員食堂・食品加工業：従業員食堂
・物流業・物流業 ：休憩室：休憩室

取扱アイテム数取扱アイテム数⇒⇒約約6,0006,000ｓｋｕｓｋｕ
（内環境対応アイテム数）（内環境対応アイテム数）⇒⇒約約900900ｓｋｕｓｋｕ

自販機総管理台数自販機総管理台数
⇒⇒約約33,00033,000台台
（自社機率）（自社機率）
⇒⇒約約55.455.4％（％（06/206/2 32.2%32.2%））
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㈱オートマックセールスとの合併

㈱オートマックセールス

45.445.4％％ 54.654.6％％

ﾏｰｹｯﾄ
構成比

ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社
取扱高

一般ﾏｰｹｯﾄ
取扱高

0

10000

20000

30000

04/2 05/2 06/2 06/8

（単位：台）

15,10315,103 16,79316,793 18,28118,281
19,87719,877

約33,00033,000

自販機総管理台数
（CERTO & AMS）

統合による効果

事業を統合することで、経営効率の改善、
顧客へのサービス向上を図ります

営業力営業力
強化強化

ビジネスビジネス
モデル統一モデル統一

規模の規模の
拡大拡大

営業部員増加と地域密着型
の体制による営業力強化

飲料メーカーより
取引条件の改善、
交渉力向上

自社オペレーション
（駐在・ルート）
モデル廃止による
コスト削減

一般マーケットでの一般マーケットでの
大口顧客開発力大口顧客開発力

地域別営業体制による地域別営業体制による
顧客サービス顧客サービス

北海道

広島

仙台

地域密着型地域密着型の営業体制の営業体制
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売上高の推移と部門別構成比

0

20,000

40,000

60,000

03/2 04/2 05/2 06/2 07/2

（百万円）

31,033
35,164

41,602
47,459

上半期：連結

62,090 見通し

（昨年比+30.8％）

リフレッシュ
メント

52.752.7％％47.347.3％％

07/2
中間

ビジネス
サプライ

06/2
期末

48.448.4％％51.651.6％％

部門別構成比

27,720

売上高
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経常利益と当期純利益の推移

0

1,000

2,000

3,000

03/2 04/2 05/2 06/2 07/2

（百万円）

1,740
1,851

2,083

2,432

上半期：連結

2,946 見通し

（昨年比+21.1％）

1,414

672

1,734

1,211
1,443

1,738 見通し

（昨年比+20.4％）

770

上半期：連結

経常利益 当期純利益
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上半期の経営成績

５．４%１，５０４販管費合計

４．９%１，３５９営業利益

５．１%１，４１４経常利益

２．８%７７０当期純利益

１０．３%２，８６４営業総利益

２７，７２０売上高

売上比売上比実績実績

＋１６．２%３．６%９１１販管費合計

＋１９．９%４．９%１，２４４営業利益

＋２０．２%５．０%１，２６１経常利益

＋２５．０%３．１%７８０当期純利益

＋１８．３%８．５%２，１５５営業総利益

＋１０．７%２５，４８１売上高

昨年比昨年比売上比売上比実績実績

（単位：百万円）

連結

単体

リフレッシュ
メント

ＡＥＯＮ各社
売上高

一般ﾏｰｹｯﾄ
売上高

44.644.6％％

２００７年２月期
上半期

47.347.3％％

部門別
構成比

ﾏｰｹｯﾄ
構成比
（単体）

49.749.7％％ 50.350.3％％

オートマック
セールス 8.18.1％％

ビジネス
サプライ

＋９２．０%

＋３１．０%

＋３４．８%

＋２３．５%

＋５７．２%

＋２０．４%

昨年比昨年比※

※ 前期単体との単純比較 46.9%（06/2期末）

3.43.4％％
ＵＰＵＰ
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上半期の経営成績（連結・事業別）

ビジネスサプライ

リフレッシュメント

４．０%５２５

６．７%９７９

３．４%４４０ビジネスサプライ

６．３%９１９リフレッシュメント

１３．０%１，８９８リフレッシュメント

７．４%９６５ビジネスサプライ

１３，１１０ビジネスサプライ

１４，６０９リフレッシュメント

５．４%１，５０４販管費合計

４．９%１，３５９営業利益

１０．３%２，８６４営業総利益

２７，７２０売上高

売上比売上比実績実績

（単位：百万円）

＋２８．９%

＋１６０．４%

＋０．３%

＋５３．４%

＋９４．７%

＋１４．１%

＋１２．８%

＋２８．２%

＋９２．０%

＋３１．０%

＋５７．２%

＋２０．４%

昨年比昨年比※

※前期単体との単純比較
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リフレッシュメント事業 －上半期の取り組み－

・自社機設置台数・・・・・・・・・・7,193台
⇒自社機率55.4%（06/2 32.2%）

・飲料自販機総設置台数・・・32,994台
チェルト純増・・・ 1,596台

ＡＭＳ合併による増加・・・13,117台

セグメント数値セグメント数値

2007年2月期
中間売上高

14,60914,609
百万円

中身売上（飲料）中身売上（飲料）

販売手数料

中身売上
（トイ）

機械売上

9.2%9.2%

83.4%83.4%

6.3%6.3% 1.1%1.1%

・アウトマーケット（新規３業態）
流通業716台 ： 食品加工業23台 ： 物流業27台
⇒年間目標に対して順調に推移

上半期活動トピックス上半期活動トピックス

1.1%162販売受入手数料

9.2%1,348中身売上（玩具）

83.4%12,182中身売上（飲料）

919（6.3%）営業利益（利益率）

100.0%14,609事業合計

6.3%915機械売上

構成比07/2中間

合併委員会を設置し、事業の方向性を検討
㈱オートマックセールスとの経営統合推進

合併委員会を設置し、事業の方向性を検討
㈱オートマックセールスとの経営統合推進

ロケーションの積極的な開発ロケーションの積極的な開発

・インマーケット（新規）
イオンマルシェ163台 ： 琉球ジャスコ323台
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ビジネスサプライ事業 －上半期の取り組み－

上半期活動トピックス上半期活動トピックス

新規一般マーケット開発新規一般マーケット開発

セグメント数値セグメント数値

2007年2月期
中間売上高

13,11013,110
百万円

ストアサービスストアサービス

パッケージ
販売

オフィス
サービス

素材販売

3.0%3.0%

66.1%66.1%
13.9%13.9%

17.0%17.0%

＋14.7%17.0%2,230パッケージ販売

△4.7%3.0%389オフィスサービス

＋15.0%66.1%8,670ストアサービス

＋0.3%440（3.4%）営業利益（利益率）

＋12.8%100.0%13,110事業合計

＋5.1%13.9%1,821素材販売

昨年比構成比07/2中間

チェーンストア 6社
食品加工業 2社
物流業 2社

新規事業新規事業

新規一般マーケット

売上高 119.8百万円
ＳＫＵ 250ＳＫＵ

ポリ袋価格推移ポリ袋価格推移

小売業経験者を中心とした
人材活用（職業 斡旋、紹
介予定派遣）事業スタート
に向け、当第1四半期に人
材派遣事業免許取得
（ストアコンパリゾン、生鮮
技術、ラッピング、フィッティ
ング）

・人材活用事業

・施設管理事業

買物カゴの洗浄作業を授産
施設に委託する社会貢献活
動の開始

原価

売価

05/2 06/2

高止まりしていたものの
下期にかけて上昇傾向

+17.8%UP

+19.8%UP
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上半期のトピックス

イオン九州㈱ ～買物カゴ洗浄業務～

協力・洗浄作業

賃金
支払

・ 洗浄業務・・・約3.5万個/月
・ 定数管理及び補充業務
・ 繁忙期間の買物カゴ貸与・・・など

※福岡市立授産施設
通所者９名＋市職員２名で作業

就業を通して施設に通所されている方々の
自立と社会経済活動への参加機会を促進す
ることを目的とした試みです。

（イオン九州伊都店）

※ 現状、イオン九州 ４万個/月の洗浄を請け負っていますが、来年度からマックスバリュ九州、
マイカル九州が加わるため、合計10万個/月の規模になる予定です。

イオンディライト㈱ ～ユニフォームレンタル～

ユニフォームの提案
ユニフォームの
レンタルシステムの
構築と提案

２００７年１月１日
より一斉導入へ

・ ケミカルリサイクル素材
（帝人ファイバー）を使用した
循環型リサイクルシステム

・ デザイン：永澤陽一氏
（東京メトロ制服デザイン等）
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環境・社会貢献活動

※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。

原料：ペットボトル再生樹脂
作成枚数：1,500枚
配布先：環境財団ほか

今後も環境に対する啓蒙活動を
積極的に推進してまいります。

車椅子の贈呈車椅子の贈呈

イオンでは、サービス事業統合を記念してグループによる
共同キャンペーンを実施しました。
当社では、期間中、自動販売機の飲料売上1本につき1円
を拠出し地域の公的な福祉団体に車椅子を贈呈するキャ
ンペーンを展開しました。（売上本数1千万本を計画）

0

10

20

30

40

50

02 /2 0 3 /2 0 4 /2 0 5 /2 0 6 /2
※生木

高さ 8m×直径14㎝

古紙使用量 生木換算

5年間で生木

約186186万本
の保護に相当
します。

もったいない風呂敷もったいない風呂敷

実施期間
2006年9月1日～2006年9月30日

古紙100％、白色度70％の
コピー用紙『イオングリーン』
を年間約10万ケース販売し
ています。

万本

イオングリーンイオングリーン100100
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通期の見通し（連結・事業別）

ビジネスサプライ

リフレッシュメント

４．３%１，２５７

５．１%１，６６１

４．７%２，９４１営業利益

２．８%１，７３８当期純利益

４．７%２，９４６経常利益

２９，５００ビジネスサプライ

３２，５９０リフレッシュメント

６２，０９０売上高

売上比売上比計画値計画値

（単位：百万円）

＋１８．２%

＋２２．８%

＋２１．７%

＋２０．４%

＋２１．１%

＋２０．４%

＋４２．０%

＋３０．８%

昨年比昨年比
※

※ 前期単体との単純比較
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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。



14

15

Ｂ２Ｂバックオフィスサポート事業とは

Front office

Front office

Front office

コア事業

ノン・コア

サポート部門

顧客企業顧客企業

Back offic
e

Back offic
e

Back offic
e

・リフレッシュメント事業
・ビジネスサプライ事業
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合併の効果合併の効果①①

㈱オートマックセールス

45.445.4％％ 54.654.6％％

一般マーケット大口顧客

・Ｄ社・・・490台
・Ｇ社・・・331台
・Ａ社・・・144台 など

総資産・・・・27.7億円
現預金・・・・15.3億円
自己資本・・19.0億円

チェルトチェルト

総資産・・・・240.8億円
現預金・・・・ 38.0億円
自己資本・・112.1億円

投資総額・・23億円

営業権・・・・4億円
（償却 8千万円／月）

※オートマックセールスは

経常利益2.7億円を見込んでいます

オートマックオートマック
セールスセールス

ﾏｰｹｯﾄ
構成比

ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社
取扱高

一般ﾏｰｹｯﾄ
取扱高

一般マーケットでの一般マーケットでの大口顧客開発力大口顧客開発力とと
地域別営業体制による地域別営業体制による顧客サービス顧客サービス

地域密着型の営業体制地域密着型の営業体制
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合併の効果合併の効果②②

ビジネスビジネス
モデル統一モデル統一

営業力強化営業力強化

規模の拡大規模の拡大

自社オペレーション（駐在・ルート）
モデル廃止によるコスト削減

•営業総利益増加
•システム自販機への交換によるパーマ
シン向上

•オペレーション効率向上
•オペレーション委託会社との取引条件
改善

飲料自販機総管理台数の増加
⇒33,000台に

営業対象法人の増加

•営業収益、営業総利益の増加
•飲料メーカーより仕入取引条件の値入
率改善

•信用力、調達力、交渉力向上
•ＮＢでの自販機専用商品開発可能
•自販機開発コストの低減

営業経験者の入社（61名）

•営業部員の増加による営業力
強化

•地域別営業体制の導入により地
域密着型の顧客サービス向上

•両社のベストプラクティス共有

事業を統合することで、経営効率の改善、
顧客へのサービス向上を図ります
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上半期の取組み①
営業の取組み－長崎屋さまの事例

長崎屋さま

2005 2006

（店舗数：約60店舗）
石油高騰、円安の影響で
既存の資材取引先より
5％の値上げ要請をうける

長崎屋さま
コストコントロール委員会

8/10 秘密保持契約締結 3/1 取引契約締結

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 55 66 77 88 99

11/30第1次コスト削減・
利益改善案のご提示

長崎屋さまのコストコントロール委員会に同席し、間接
資材と自動販売機におけるコスト削減・収益の見直し
のお手伝いをご提案いたしました。

間接資材を標準化し、需要集約することで商品、調達コストの削減、
システム・物流設計の見直しにより管理コストの削減が可能と判明。
また、自販機の台数・設置場所・品揃えの見直しにより利益改善・
電気代削減などが可能と判明。2005年11月30日に第1次ご提案を
いたしました。

約約55億億4040百万円の後方資材のうち百万円の後方資材のうち
約３億約３億7070百万円の資材調査百万円の資材調査

取
引
開
始

※上半期当社売上高77百万円

●自販機台数

783台→ 625台
⇒月間約91万円の
電気代削減

5/1
●自販機売上

パーマシン（1台あたり売上）＋21.6%ＵＰ
⇒総売上20%ＵＰを目指し再配置、
品揃え見直し中

●店舗後方資材
8月度168ｓｋｕ 削減率10.6%

10/1~11/1 第2次
コスト削減・利益改善
案のご提示

1010
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子会社子会社 ㈱㈱オートマックセールスとの合併オートマックセールスとの合併

売上高売上高

営業利益営業利益

自販機総管理台数自販機総管理台数

社員数社員数

ビジネスモデルビジネスモデル

13千台20千台

47人107人

3億円28億円

47億円550億円

委託業者

ＰＯＳデータ分析
マーケティング

最適品揃
適時巡回

品揃指示
ルート指導

チェルト

ルートオペ
・商品補充
・売上金回収
・点検、清掃

ＣＳ
・故障修理
・定期保守点検

・商品の仕入
在庫管理

・ＰＢ商品

売上高 620億円

単純合算
以上の

合併効果
を！！

単純合算
以上の

単純合算
以上の

合併効果
を

合併効果
を！！！！

営業利益 29億円

※全事業合計

※全事業合計

※全事業合計
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リフレッシュメント事業リフレッシュメント事業 －上半期の取り組み－－上半期の取り組み－

（百万円）

・自社機設置台数・・・・・・・・・・3,204台（06/2より672台増）
⇒自社機率37.3%（06/2 32.2%）

・飲料自販機総設置台数・・・19,877台（06/2より1,596台増）
一般(アウト）マーケット開発台数801台

07/207/2 14,60914,609

13,74013,740 30,26030,260

32,59032,590

06/206/2
上半期上半期上半期

売上高売上高

営業利益営業利益

0 5 0 0 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0

0 7 /2

0 6 /2

上半期上半期上半期

07/207/2

06/206/2

0 % 5 0 % 1 0 0 %

0 7 /2 h

0 6 /2

07/2
中間

07/2
中間

06/206/2

売上高グループ内外比売上高グループ内外比

ＯＵＴＯＵＴ ＩＮＩＮ59.7%59.7% 40.3%40.3%

（百万円）

67.3%67.3% 32.7%32.7%
7.6％ＵＰ7.6％ＵＰ

上半期活動トピックス ※チェルト上半期活動トピックス ※チェルト

セグメント数値セグメント数値

2007年2月期
中間売上高

14,60914,609
百万円

中身売上（飲料）中身売上（飲料）

12,18212,182百万円百万円

（昨年比＋（昨年比＋5.15.1％％））

販売手数料

162百万円
（昨年比＋50％）

中身売上（トイ）

1,348百万円
（昨年比▲0.6％）

機械売上

915百万円
（昨年比＋33.4％）

9.2%9.2%

83.4%83.4%

6.3%6.3%

1.1%1.1%

自販機総管理台数

チェルト 19,877台 ＡＭＳ 13,117台・・・32,99432,994台

735735

925925

1,6521,652

1,6611,661

（昨年比＋（昨年比＋6.36.3％％））※オートマックセールスの昨年数値を
合算して計算しています

※

※

・新規アウトマーケットの開発（3業態）
流通業：716台（進捗率 75.4%），食品加工業：23台（進捗率 76.7%）
物流業：27台（進捗率 90%） ⇒⇒年間目標に対し、順調に推移年間目標に対し、順調に推移
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ビジネスサプライ事業 －上半期の取り組み－

上半期活動トピックス上半期活動トピックス

新規一般マーケット開発新規一般マーケット開発

セグメント数値セグメント数値

2007年2月期
中間売上高

13,11013,110
百万円

ストアサービスストアサービス

パッケージ
販売

オフィス
サービス

素材販売

3.0%3.0%

66.1%66.1%
13.9%13.9%

17.0%17.0%

＋14.7%17.0%2,230パッケージ販売

△4.7%3.0%389オフィスサービス

＋15.0%66.1%8,670ストアサービス

＋0.3%440（3.4%）営業利益（利益率）

＋12.8%100.0%13,110事業合計

＋5.1%13.9%1,821素材販売

昨年比構成比07/2中間

購買代行の実績－長崎屋の取組み－購買代行の実績－長崎屋の取組み－

2006年5月1日から本格的に取引開始

（8月度実績）

店舗後方資材（ポリ袋、包装資材、衛生資材など）

⇒168SKU・・・削減率 3.2％～31.5％
上半期、当社売上高77百万円

⇒10月3日より第2次提案展開（蛍光管、白衣など）

チェーンストア 6社

食品加工業 2社

物流業 2社

レジ袋、ゴミ袋、包装資材、
カート車などの取引開始

下半期には、衛生資材など
の取引開始予定

新規事業新規事業

小売業経験者を中心とした人材活用（職業
斡旋、紹介予定派遣）事業スタートに向け、
当第1四半期に人材派遣事業免許取得
（ストアコンパリゾン、生鮮技術、ラッピング、
フィッティング）

・人材活用事業

・施設管理事業 買物カゴの洗浄作業を授産施設に委託する
社会貢献事業の開始
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0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0

0 7 /2

0 6 /2

ビジネスサプライビジネスサプライ事業事業 －上半期の取り組み－－上半期の取り組み－

（百万円）

07/207/2 13,11013,110

11,62311,623 24,51024,510

29,00029,000

06/206/2
上半期上半期上半期

売上高売上高

営業利益営業利益

0 4 0 0 8 0 0 1 , 2 0 0

0 7 /2

0 6 /2

上半期上半期上半期

07/207/2

06/206/2

0 % 5 0 % 1 0 0 %

0 7 /2 h

0 6 /2 h

07/2
中間

07/2
中間

06/206/2

売上高グループ内外比売上高グループ内外比

ＯＵＴＯＵＴ ＩＮＩＮ34.5%34.5% 65.5%65.5%

（百万円）

38.7%38.7% 61.3%61.3%
4.2％ＵＰ4.2％ＵＰ

ビジネスサプライ事業部の活動トピックスビジネスサプライ事業部の活動トピックス

セグメント数値セグメント数値

2007年2月期
中間売上高

13,110
百万円

販促資材、ﾚｼﾞ周り資材ｷﾞﾌﾄ資材31店舗Ｄ社

衛生資材、ﾚｼﾞ周り資材ﾎﾟﾘ袋、ｶｳﾝﾀｰｸﾛｽ26店舗Ｋ社

販促資材ﾚｼﾞ袋、紙袋2店舗Ｔ社

衛生資材ｺﾞﾐ袋、ﾎﾟﾘ袋18店舗Ｇ社

衛生資材ｺﾞﾐ袋、ﾎﾟﾘ袋56店舗Ｎ社

下半期（予定）下半期（予定）上半期上半期店舗数店舗数企業名企業名

▼ 新規チェーン展開企業（アウトマーケット）の開発

439439 1,0631,063

1,3151,315488488

（昨年比＋（昨年比＋12.812.8％％））

ストアサービスストアサービス

8,6708,670百万円百万円

（昨年比＋（昨年比＋15.015.0％％））

66.1%66.1%

オフィスサービス

389百万円
（昨年比▲4.7％）

素材販売

1,821百万円
（昨年比＋5.1％）

パッケージ販売

2,230百万円
（昨年比＋14.7％）

3.0%3.0%

13.9%13.9%

17.0%17.0%
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財務状態財務状態 －－ 連結貸借対照表連結貸借対照表

1,131その他

4,800関係会社預け金

6,439売掛金

1,055受取手形

1,666商品

5,335現金及び預金

20,42820,428流動資産流動資産

2,397投資その他

453無形固定資産

1,508有形固定資産

4,3604,360固定資産固定資産

923未払金

615未払法人税等

377その他

11,289買掛金

13,20613,206流動負債流動負債

8,010利益剰余金

1,463資本剰余金

505その他有価証券
評価差額

1,222資本金

11,20111,201純資産合計純資産合計

84役員退職慰労金

72退職給付引当金

222繰延税金負債

380380固定負債固定負債

健全な財務体質を維持
成長のため、Ｍ＆Ａ・アライアンスに

積極的に取り組んでまいります

（単位：百万円）

流動資産流動資産

固定資産固定資産

流動負債流動負債

固定負債固定負債

純資産合計純資産合計

資産合計資産合計 24,78824,788
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事業領域の拡大－海外に目を向けた取組み事業領域の拡大－海外に目を向けた取組み

リフレッシュメント・ビジネスサプライ
のビジネスの可能性を検証

中国進出企業（日系企業）への

ビジネスサプライサービス

ベンディングサービス

深圳、広東、青島、香港・・など16店舗

イオングループの海外展開

25

事業領域の拡大

ユニフォーム事業ユニフォーム事業

海外戦略の展開－中国戦略の構築と進出海外戦略の展開－中国戦略の構築と進出

•環境素材、クリーニング、レンタルを組合わせた事業システム構築

⇒環境対応、企業にあわせたデザイン提案

•小売業、食品加工業、物流業をターゲットに人材斡旋、紹介予定派遣

•中国進出企業に対するリフレッシュメント、ビジネスサプライサービス

⇒深圳、広東、青島、香港・・など16店舗

•事業拠点の設置、現地生産工場のダイレクトソーシングの強化

イオングループの海外展開

人材派遣・職業紹介事業人材派遣・職業紹介事業
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ビジネスサプライ事業 －上半期の取り組み－

上半期活動トピックス上半期活動トピックス

新規一般マーケット開発新規一般マーケット開発

セグメント数値セグメント数値

2007年2月期
中間売上高

13,11013,110
百万円

ストアサービスストアサービス

パッケージ
販売

オフィス
サービス

素材販売

3.0%3.0%

66.1%66.1%
13.9%13.9%

17.0%17.0%

＋14.7%17.0%2,230パッケージ販売

△4.7%3.0%389オフィスサービス

＋15.0%66.1%8,670ストアサービス

＋0.3%440（3.4%）営業利益（利益率）

＋12.8%100.0%13,110事業合計

＋5.1%13.9%1,821素材販売

昨年比構成比07/2中間

チェーンストア 6社
食品加工業 2社
物流業 2社

新規事業新規事業

新規一般マーケット

売上高 119.8百万円
ＳＫＵ 250ＳＫＵ

ポリ袋価格推移ポリ袋価格推移

小売業経験者を中心とした
人材活用（職業 斡旋、紹
介予定派遣）事業スタート
に向け、当第1四半期に人
材派遣事業免許取得
（ストアコンパリゾン、生鮮
技術、ラッピング、フィッティ
ング）

・人材活用事業

・施設管理事業

買物カゴの洗浄作業を授産
施設に委託する社会貢献活
動の開始

05/2 06/2

高止まりしていたものの
下期にかけて上昇傾向


