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会社の概要会社の概要

日本中をウェブショップだらけにして民間活力を作りたい日本中をウェブショップだらけにして民間活力を作りたい日本中をウェブショップだらけにして民間活力を作りたい

設立年月日設立年月日 １９９９年２月１７日１９９９年２月１７日
　　

資　本　金資　本　金 ５億２５億２,,３３２万円３３２万円
　　

発行済株式総数発行済株式総数 ５１５１,,６３６株６３６株
　　

本　　　本　　　 社社 東京都港区西新橋１東京都港区西新橋１--１０１０--２　（２　（ 今期に新宿より移転今期に新宿より移転 ））
　　

従　業　員従　業　員 １０９名　（前期比３７名増）　　１０９名　（前期比３７名増）　　うち社員６０名、契約派遣社員４９名うち社員６０名、契約派遣社員４９名
　　

代　表　者代　表　者 石村石村 賢一賢一
　　

株株 式式 市市 場場 大大阪証券取引所阪証券取引所ヘラクレスヘラクレス市場　市場　２００１年９月１９日上場２００１年９月１９日上場

ウェブショップ総合支援業ウェブショップ総合支援業
　　

店舗、陳列、集客、宣伝、販売、代金回収　（店舗、陳列、集客、宣伝、販売、代金回収　（インフラ、ツール、コンサル、通信教育インフラ、ツール、コンサル、通信教育））
　　

３５３５,,６１５顧客　（６１５顧客　（店舗利用店舗利用 ２４２４,,７４０社　＋　サーバー利用７４０社　＋　サーバー利用 １０１０,,０５９社０５９社 ＋　その他　８１６社＋　その他　８１６社 ））

　第８期スローガン　　資金投下で態勢変革　第８期スローガン　　資金投下で態勢変革 　　
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事業概要と商品事業概要と商品

店　　　　舗店　　　　舗

内外装・陳列内外装・陳列

集集 客客 ・・ 宣宣 伝伝

決決 済済 ・・ 回回 収収

サーバー、ホームページ、メール、セキュリティ、、、サーバー、ホームページ、メール、セキュリティ、、、

ＣＭＳ（ページ制作システム）、、、ＣＭＳ（ページ制作システム）、、、

ＳＥＯ、メルマガ、アフィリエイト、支店、検索登録、広告、、、ＳＥＯ、メルマガ、アフィリエイト、支店、検索登録、広告、、、

カード決済、コンビニ決済、電子決済、、、カード決済、コンビニ決済、電子決済、、、

開店アシスト、成功教育（通信教育）、ショップアドバイザー開店アシスト、成功教育（通信教育）、ショップアドバイザー学　　　習学　　　習

ショッピングカートショッピングカート 受注システム、受注管理、商品管理、顧客管理、、、受注システム、受注管理、商品管理、顧客管理、、、

サイトサーブサイトサーブ 月月2,9802,980円円 （（24,31524,315ユーザ）ユーザ）

ショップサーブショップサーブ 月月9,8009,800円円 （（ 705705ユーザ）ユーザ）

ストアツールストアツール 月月2,9802,980円円 （（ 1,7351,735ユーザ）ユーザ）

販販 売売 商商 品品

ウェブショップ総合支援業ウェブショップ総合支援業

ワンストップワンストップ

集客商品（検索登録、クリック広告、ＳＥＯ対応など集客商品（検索登録、クリック広告、ＳＥＯ対応など

セミナー（集客、宣伝、運営など）セミナー（集客、宣伝、運営など）

販販 売売 形形 態　（累計）態　（累計）

直販　　　直販　　　 ９９,,８３６８３６ 契約契約

取次　　　１７取次　　　１７,,７４８７４８ 契約契約

ＯＥＭ　　ＯＥＭ　　 ８８,,０３１０３１ 契約契約

２００６．１２００６．１月　販売開始月　販売開始

１９９９１９９９．９月　販売開始．９月　販売開始

１９９９１９９９．７月　販売開始．７月　販売開始

その他（コンテンツ販売等）その他（コンテンツ販売等） （（ 829829ユーザ）ユーザ）
ＯＥＭ　　　　　　　　　　　　　ＯＥＭ　　　　　　　　　　　　　 （（ 8,0318,031ユーザ）ユーザ）

当社直販当社直販

USENUSEN、、ＩＴテレコムＩＴテレコム
他他11,663,663社社

テレウェイヴ、テレウェイヴ、
ネコ･パブリッシングネコ･パブリッシング
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当社の業態当社の業態

モール事業社との違いモール事業社との違い

モール事業者モール事業者

レンタルサーバ事業社との違いレンタルサーバ事業社との違い

ショップショップ
ショップショップ
ショップショップ
ショップショップ
ショップショップ

ショップショップ
ショップショップ
ショップショップ
ショップショップ
ショップショップ

インターネットインターネット

マーケットマーケット

消費者市場消費者市場

ショップ消費者間が
直接＆短距離

ショップ消費者間が
長距離＆間接

ショップショップ
ショップショップ
ショップショップ

モールが有名
ショップが有名

Ｇｏｏｇｌｅの構造Ｇｏｏｇｌｅの構造 Ｙａｈｏｏ！の構造Ｙａｈｏｏ！の構造

当　社当　社当社モデル特徴当社モデル特徴

そもそもそもそも

ＷＥＢ２．０ＷＥＢ２．０
ＬｏｎｇＴａｉｌＬｏｎｇＴａｉｌ

そもそもの構造がそもそもの構造が

ＷＥＢ２．０ＷＥＢ２．０
ＬｏｎｇＴａｉｌＬｏｎｇＴａｉｌ
マッシュアップマッシュアップ

対
応
社
数
無
限

収
容
社
数
有
限

当社モデル特徴当社モデル特徴
当　社　　　他　社当　社　　　他　社

ハードレンタルハードレンタル

でなくでなく

ソフトサービスソフトサービス

ハードレンタルハードレンタル

でなくでなく

ソフトサービスソフトサービス

店舗店舗
内外装・陳列内外装・陳列
集客宣伝集客宣伝
ショッピングカートショッピングカート
決済回収決済回収
学習・通信教育

　　○　　　　○　　 　　　　○　　　　○
　　○　　　　　　　　○　　　　　　 ××
　　○　　○ 　　　　　　×　　　　　　×
　　○　　○ 　　　　　　○　　　　　　○
　　○　　○ 　　　　　　　　　　　　××
　　○　　○ 　　　　　　×学習・通信教育 　　　　　　×

専用　　　　汎用

ノウハウ提供　　インフラ貸し
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２００５年度の業績２００５年度の業績

売上高約３０ポイント増収（過去最高額）、経常利益約２０ポイント増益売上高売上高 約約３０３０ポイントポイント 増収（増収（過去最高額過去最高額）、経常利益）、経常利益 約約２０２０ポイントポイント 増益増益

●売上利益●売上利益 （前期比）（前期比）

・売上高・売上高 ２２,,３８３百万円３８３百万円 （（ 11２９２９..６％６％ ））

　　 　・営業利益　・営業利益 １９３１９３百万円百万円 （（ １２１１２１..７％７％ ）　　）　　営業利益率営業利益率 ８８..１％１％

・経常利益・経常利益 ２０３百万円２０３百万円 （（ 11１９１９..５％５％ ）　　）　　経常利益率経常利益率 ８８..５％５％

・当期純利益・当期純利益 １２３百万円１２３百万円 （（ 11１３１３..１％１％ ）　　）　　純利益率純利益率 ５５..２％２％

●売上要因●売上要因 ●利益要因●利益要因

　　　　　　 ・マーケットの拡大・マーケットの拡大 　　　　　　 　　　　　　 ・契約伸長による利益額増大・契約伸長による利益額増大

　　　　　　 ・新規契約の堅調な伸び・新規契約の堅調な伸び 　　　　　　 ・新規顧客獲得費用増大・新規顧客獲得費用増大

　　　　　　 ・ＯＥＭ件数の増加・ＯＥＭ件数の増加 　　　　　　 　　　　　　 ・広告宣伝費増大（宣伝広告強化）・広告宣伝費増大（宣伝広告強化）

　　　　　　 ・新商品（新態勢）の伸長・新商品（新態勢）の伸長 　　　　　　 ・研究開発費増大（新サービス開発）・研究開発費増大（新サービス開発）
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２００５年度の活動　（１）２００５年度の活動　（１）

モノ提供　から　コト提供　へ　サービスと態勢の変革モノ提供　から　コト提供　へ　サービスと態勢の変革モノ提供　から　コト提供　へ　サービスと態勢の変革

・ウェブショップワンストップサービス（開店～学習～集客）を開始・ウェブショップワンストップサービス（開店～学習～集客）を開始

　　　　　　 ・・ 「ショップサーブ」提供開始（「ショップサーブ」提供開始（0606年１月）　年１月）　

　　　　　　 ・・ コンサルティングサポート「ショップパートナー」制度開始（コンサルティングサポート「ショップパートナー」制度開始（0606年１月）　年１月）　

・ウェブショップへの・ウェブショップへの 消費者集客強化、顧客利便の強化消費者集客強化、顧客利便の強化

　　　　　　 ・・ 独自運営が可能となる「ＭＹアフィリエイト」提供（７月）独自運営が可能となる「ＭＹアフィリエイト」提供（７月）

　　　　　　 ・・ ９つ目の大型支店として「ショッピングサーチ・アラジン」販売（７月）９つ目の大型支店として「ショッピングサーチ・アラジン」販売（７月）

　　　　　　 ・・ 集客強化となる「価格．集客強化となる「価格．ＣＣｏｍｏｍ」」販売（販売（1111月）月）

　　　　　　 ・・ 集客強化となる「集客強化となる「Yahoo!Yahoo!オークションストア、ショッピングストア」販売（オークションストア、ショッピングストア」販売（1111月）月）

　　　　　　 ・・ 複数店舗同時管理サービス株式会社サイオと業務提携（複数店舗同時管理サービス株式会社サイオと業務提携（0606年４月）、資本提携年４月）、資本提携

・社内組織、態勢の強化・社内組織、態勢の強化

　　　　　　 ・・ 管理職採用と育成強化、新卒採用強化管理職採用と育成強化、新卒採用強化

ショップシステムショップシステム
開店アシスト開店アシスト
テキスト・ＤＶＤテキスト・ＤＶＤ

通信教育通信教育

集客アシスト集客アシスト

運営アシスト運営アシスト

（ショップパートナー）（ショップパートナー）
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２００５年度の活動　（２）２００５年度の活動　（２）

サービスと態勢の変革に、資金を投下サービスと態勢の変革に、資金を投下サービスと態勢の変革に、資金を投下

・宣伝広告の強化・宣伝広告の強化

　　　　　　 ・・前期比１３４前期比１３４..８％（３５ポイント増８％（３５ポイント増 ５２百万円増）の投下　５２百万円増）の投下　

　　　　　　 ・・広報の強化（マーケット調査とプレス開示）　広報の強化（マーケット調査とプレス開示）　

・セミナー、教育事業の強化・セミナー、教育事業の強化

　　　　　　 ・事業所移転、週２～３講座開設、東京以外でも開設（大阪、福岡）・事業所移転、週２～３講座開設、東京以外でも開設（大阪、福岡）

　　　　　　 ・株式会社アスキーより当社ショップサーブ公式ガイドを発売開始（・株式会社アスキーより当社ショップサーブ公式ガイドを発売開始（0606年１月）年１月）

・新しい販売チャネルとしての小型代理店展開・新しい販売チャネルとしての小型代理店展開

　　　　　　 ・小型代理店（ビジネスパートナー）本格化、１・小型代理店（ビジネスパートナー）本格化、１,,６６５６６５社が代理店契約社が代理店契約

・ＯＥＭチャネル開拓・ＯＥＭチャネル開拓

　　　　　　 ・・株式会社ネコ･パブリッシングの総合趣味ポータルサイトへのシステム提供（６月）株式会社ネコ･パブリッシングの総合趣味ポータルサイトへのシステム提供（６月）　　

　　　　　　 ・・株式会社テレウェイヴとの資本提携強化、株式会社ＵＳＥＮより株式の異動（株式会社テレウェイヴとの資本提携強化、株式会社ＵＳＥＮより株式の異動（0606年３月）年３月）

P.7P.7



２００５年度　２００５年度　(2006(2006年年33月期）月期）

決算説明資料
１１　　　　会社と事業の紹介会社と事業の紹介

２２　　決算概要と活動結果　　決算概要と活動結果

３３　　　　決算ハイライト決算ハイライト

４４　　業績背景　　業績背景

５５　　課題と来期計画　　課題と来期計画

決算説明資料



２００５年度　Ｐ／Ｌハイライト２００５年度　Ｐ／Ｌハイライト

売 上 高　　２,３８３百万円　（ 前期比 １２９.６％ ）
営業利益　　 １９３百万円　（ 前期比 １２１.７％ ）
経常利益　　 ２０３百万円　（ 前期比 １１９.５％ ）

売売 上上 高　　２高　　２,,３８３百万円　（３８３百万円　（ 前期比前期比 １２９１２９..６％６％ ））
営業利益　　営業利益　　 １９３百万円　（１９３百万円　（ 前期比前期比 １２１１２１..７％７％ ））
経常利益　　経常利益　　 ２０３百万円　（２０３百万円　（ 前期比前期比 １１９１１９..５％

1,8401,840

1,4161,416

1,2721,272

200420042003200320012001 20022002

4Q

3Q

2Q

1Q

1,3581,358

20052005

2,3832,383

売上高・経常利益・当期純利益の推移売上高・経常利益・当期純利益の推移
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単位単位 ：： 百万円、百分率百万円、百分率

１０９

１７０

１,８４０

２００４年度

１１３.１％１２３５７４２１７２当期純利益

１１９.５％２０３８８６７３０６経常利益

１２９.６％２,３８３１,３５８１,２７２１,４１６　　　　　売上高

前期比２００５年度２００３年度２００２年度２００１年度

売上高売上高 　２　２,,３８３百万（過去最高）３８３百万（過去最高）

　　　　　　　　サービス売上　　　　　　　　サービス売上 １１,,９８３百万９８３百万 （前期比（前期比 １２８１２８..４％）４％）

　　　　　　　　受託売上　　　　　　　　受託売上 　４００百万　４００百万 （前期比（前期比 １３５１３５..６％）６％）

経常利益経常利益 　新規顧客獲得のための代理店手数料、　新規顧客獲得のための代理店手数料、
販売促進費、広告宣伝費等が増加販売促進費、広告宣伝費等が増加
新サービス開発による研究開発費が増加新サービス開発による研究開発費が増加
組織体制強化による人件費が増加組織体制強化による人件費が増加

特別利益特別利益 投資有価証券売却投資有価証券売却 １７百万１７百万

特別損失特別損失 本社移転本社移転 ２９百万

５％ ））

２９百万



２００５年度　Ｂ／Ｓハイライト２００５年度　Ｂ／Ｓハイライト

2004200420032003 2005200520012001 20022002

1,3471,3471,3771,377

1,6711,671 1,7351,735　　

1,9901,990

引き続き財務内容安定引き続き財務内容安定引き続き財務内容安定

着実な利益の積み上げ着実な利益の積み上げ 当期純利益当期純利益 １２３百万１２３百万

総資産総資産 ２５５百万２５５百万 増増

固定資産固定資産 　　 ５１百万５１百万 増　増　（サーバー購入等）（サーバー購入等）

預り金預り金 　　９７百万　　９７百万 増　増　（顧客決済金額の増加）（顧客決済金額の増加）

前受金前受金 　　 １０３百万１０３百万 増　増　（「年払」利用顧客の増加）（「年払」利用顧客の増加）

未払法人税等　未払法人税等　 ４６百万４６百万 減減

資産、負債・資本の推移資産、負債・資本の推移 単位単位 ：： 百万円百万円

２５５１,９９０１,７３５１,６７１１,３４７１,３７７　　　　　　　負債資本合計

９６１,３４６１,２５０１,５１３１,２５４１,２０７　　　　　　　資本合計　

－△３５６△３５６０００　　　　　　　自己株式　

８７６２３５３６４４６４０４３６１　　　　　　　剰余金　　　

－５３９５３９５３９４３０４３０　　　　　　　資本準備金

－５２３５２３５２３４１４４１４　　　　　　　資本金　　　

１５８６４３４８５１５８９２１６９　　　　　　　負債合計　　

３３－１０－　　　　　　　固定負債　　

１５４６４０４８５１５６９２１６９　　　　　　　流動負債　　

２５５１,９９０１,７３５１,６７１１,３４７１,３７７　　　　　　　資産合計

５１６３１５８０４１８３５７２２５　　　　　　　固定資産

２０４１,３５９１,１５５１,２５３９８９１,１５２　　　　　　　流動資産

前期比（増減）２００５年度２００４年度２００３年度２００２年度２００１年度

P.10P.10



２００５年度　Ｃ／Ｆハイライト２００５年度　Ｃ／Ｆハイライト

着実なキャッシュの積み増し着実なキャッシュの積み増し着実なキャッシュの積み増し

キャッシュフローの推移キャッシュフローの推移

200420042003200320012001 20022002

556556

955955

778778
863863

20052005

895895
営業活動ＣＦ営業活動ＣＦ
　税引前当期純利益、減価償却費、前受金、預り金等　　税引前当期純利益、減価償却費、前受金、預り金等　
　により、２３９百万円のプラス　により、２３９百万円のプラス

投資活動ＣＦ投資活動ＣＦ
　投資有価証券の売却収入が８０百万円あったものの、　投資有価証券の売却収入が８０百万円あったものの、
　本社移転による敷金の増加、固定資産･投資有価証券　本社移転による敷金の増加、固定資産･投資有価証券
　の購入により、８６百万円のマイナス　の購入により、８６百万円のマイナス

財務活動ＣＦ財務活動ＣＦ
　配当金支払により、３６百万円のマイナス　配当金支払により、３６百万円のマイナス

単位単位 ：： 百万円百万円

９５５

３７２

１１

９４

２００１年度

△１８９２３９４２８２９９△２５４
　　　　　　　営業活動による
　　　　　　　キャッシュフロー　

７７８

△３７５

△１３９

２００４年度

１１７８９５８６３５５６　　　　　　　年度末残高

３３８△３６２０２－
　　　　　　　財務活動による
　　　　　　　キャッシュフロー

５２△８６△１８８△１４３
　　　　　　　投資活動による
　　　　　　　キャッシュフロー

前期比（増減）２００５年度２００３年度２００２年度

P.11P.11



２００５年度　２００５年度　(2006(2006年年33月期）月期）

決算説明資料
１１　　　　会社と事業の紹介会社と事業の紹介

２２　　決算概要と活動結果　　決算概要と活動結果

３３　　決算ハイライト　　決算ハイライト

４４　　　　業績背景業績背景

５５　　課題と来期計画　　課題と来期計画

決算説明資料



２００５年度２００５年度 サービス別サービス別 契約件数契約件数 （累計）（累計）

ショップ系サービスに、より傾注ショップ系サービスに、より傾注ショップ系サービスに、より傾注
単位：件単位：件

３５，６１５８，０３１１７，７４８９，８３６　　　　　　　合　　　計

９，９３６３，９８７５，８６２８７Ｈ　サイトサーブ　【２０００ モデル】　

２２，３００４，０４４１０，９３５７，３２１Ｓ　サイトサーブ　【２００３ モデル】　

６４００５３１１０９Ｓ　ストアツール　【２０００ モデル】　

１，０９５０１７１９２４Ｓ　ストアツール　【２００３ モデル】　

１１００３１０７Ｈ　ドメインフォワード （ドメイン所有サービス）

１６１０１５８３Ｏ　インフォポケット （携帯集客サービス）

１３Ｎ／Ａ１３Ｎ／ＡＨ　リモートディスク （データストレージ）

６５５Ｎ／ＡＮ／Ａ６５５Ｏ　インフォストア （情報販売サービス）

６３０

直　販

７０５０７５Ｓ　ショップサーブ

テレウェイヴ、

ネコ・パブリッシング

代理店１,６６５社、
ＵＳＥＮ、ＩＴテレコム

Ｓ　Ｓ　ショップ関連サービスショップ関連サービス
Ｈ　Ｈ　ホスティング関連サービスホスティング関連サービス
Ｏ　Ｏ　その他サービスその他サービス

合　計Ｏ Ｅ Ｍ 卸 売取 次 販 売サービスラインアップ

P.13P.13



当社顧客の業績推移当社顧客の業績推移

Ｅコマース市場が引続き成長中Ｅコマース市場が引続き成長中Ｅコマース市場が引続き成長中
店舗あたりの店舗あたりの

年間販売額年間販売額と平均店舗数の推移と平均店舗数の推移

・創業以来、顧客の商売実績が続伸中・創業以来、顧客の商売実績が続伸中

・前期比で、年間取引数は１・前期比で、年間取引数は１..７７倍７７倍

・前期比で、年間取引額は１・前期比で、年間取引額は１..７６倍７６倍

・稼働店舗平均で年商５・稼働店舗平均で年商５,,２９２千円２９２千円

・流通額２８・流通額２８,,４３４百万円４３４百万円 （（コンテンツ販売除くコンテンツ販売除く））

2002200220012001 2004200420032003 20052005
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2,000
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15,000
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5,000

10,000

0

店舗数店舗数
（（1212ヶ月平均）ヶ月平均）販売額販売額

（（1212ヶ月平均）ヶ月平均）

（千円） （件数）

0
2002200220012001 2004200420032003 20052005

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

2,400,000

2,800,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2002200220012001 2004200420032003 20052005

取引件数（件）取引件数（件） 売上金額（千円）売上金額（千円）

P.14P.14



２００５年度　２００５年度　(2006(2006年年33月期）月期）

決算説明資料
１１　　　　会社と事業の紹介会社と事業の紹介

２２　　決算概要と活動結果　　決算概要と活動結果

３３　　決算ハイライト　　決算ハイライト

４４　　業績背景　　業績背景

５５　　　　課題と来期計画課題と来期計画

決算説明資料



２００６年度２００６年度第９期第９期 課題と施策課題と施策

ショップへの集客力を強化、資金投下を続行ショップへの集客力を強化、資金投下を続行ショップへの集客力を強化、資金投下を続行

商品戦略商商品品戦戦略略

新商品のブラッシュアップ　　機能向上

ＷＥＢショップへの集客機能（商品）強化　　顧客の収益拡大をサポート

旧商品の安定化、トラフィック増大対応　　時代背景対応

集客関連ビジネスの他社連携　　マーチャント支援への特化鮮明

新商品のブラッシュアップ　　機能向上新商品のブラッシュアップ　　機能向上

ＷＥＢショップへの集客機能（商品）強化　　顧客の収益拡大をサポートＷＥＢショップへの集客機能（商品）強化　　顧客の収益拡大をサポート

旧商品の安定化、トラフィック増大対応　　時代背景対応旧商品の安定化、トラフィック増大対応　　時代背景対応

集客関連ビジネスの他社連携　　マーチャント支援への特化鮮明集客関連ビジネスの他社連携　　マーチャント支援への特化鮮明

販売戦略販販売売戦戦略略

新商品のラインアップ増強　　対象市場を拡大

旧商品顧客への新商品誘導　　ショップ利用の拡大　　顧客満足度向上

集客関連商品の販売　　顧客の収益拡大をサポート　　プラスアルファ売上

新商品のラインアップ増強　　対象市場を拡大新商品のラインアップ増強　　対象市場を拡大

旧商品顧客への新商品誘導　　ショップ利用の拡大　　顧客満足度向上旧商品顧客への新商品誘導　　ショップ利用の拡大　　顧客満足度向上

集客関連商品の販売　　顧客の収益拡大をサポート　　プラスアルファ売上集客関連商品の販売　　顧客の収益拡大をサポート　　プラスアルファ売上

P.16P.16


	２００５年度の業績

