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▪発行可能株式総数：41,308,800株　　▪発行済株式総数：10,327,200株　　▪株主数：2,404名（2017年9月末比319名増）

▪株価チャート（2018年4月30日現在） ▪株主分布状況
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■ 株式の状況　 2018年3月31日現在

「カジュアルな事業説明会」および「株主総会」のお知らせ

場所 : フクラシア丸の内オアゾ
　　

事業説明会では社長講演を予定いたしております。
また、軽食の用意もございます。

12:30～13:10　事業説明会
13:10～13:20　休憩
13:20～　　　    株主総会

交通のご案内

最寄り駅：JR東京駅、東京メトロ各線 東京駅
フクラシア丸の内オアゾURL=https://www.fukuracia.jp/marunouchi/

　2018年6月28日（木曜日）12時30分より、当社株主様を対象に「ランチミーティング」と称した“カジュアルな事業説明会”を開催いたし
ます。本説明会は、株主総会とは異なり、当社代表の石村自ら本音でビジョンをお話する内容となります。楽しい会となるよう企画に工

夫を凝らしますので、お気軽にご参加ください。その後、13時20分より「第20回定時株主総会」を行います。ぜひ、株主の皆様にお越しい

ただき、ご意見をお聞かせください。また、心ばかりではありますが、粗品をご用意しております。

　なお、当日ご出席願えない場合は、ご意見、ご質問フォームより、遠慮なくご意見をお寄せください。

日時 : 2018年6月28日（木曜日）
丸の内北口ビルディング15階　Ｉ会議室

河野恵（かわのめぐみ）
1 月 9 日生、神奈川県出身。
山口朝日放送のアナウンサーを経て、2013 年よりフリーアナウンサー
へ転向。
現在は経済番組のキャスターや、司会業など、多方面で活動中。
◎日経 CNBC 昼エクスプレス

ESTORE  STAKEHOLDER  SALON
株主通信  2017  通期

（2017年4月1日～2018年3月31日）

傾注するWEB店舗運営支援マーケティング
サービスが順調に伸びています。人的・物的
先行投資も実を結びつつある中で、今期以
降の更なる伸びが予想されます。また、顧客
店舗獲得の手段として、昨年夏の北洋銀行と
のビジネスマッチング提携に続き、本年2月5
日には横浜信用金庫との提携も発表しまし
た。株式市場はこれらの挑戦を評価すると
思っています。

10年後30兆円に育つと予想される
Eコマース市場のトップ企業を目指す
石村賢一社長のストイックな姿勢に期待します。
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　当期は、組織改革（組織の作り直し）を行った
1年となりました。そう決めたのは、ここ数年、注

力してきたマーケティングの収益化が、想定より時間が
かかっていたことにあります。そこで、幹部の入れ替えに
よる意識の変更を行いました。つまりは現状を伸ばした
いという意識ではなく、未来を作り出したいという意識
への転換です。その結果、幹部の中心が30代に若返りま
した。そのメンバーと直接コミュニケーションをとりなが
ら、「幹部育成」も自ら行ってきましたので、たぶんこの十
数年のなかで一番働いている感じです。体はクタクタで
すが、それすら心地よいと感じています。

ト ッ プ イ ン タ ビ ュ ー

Q
A

当期の主な取り組みについて
お聞かせください。

Q 組織改革を行ってどういう成果が
表れましたか？

　その甲斐もあり、数字にも表れてきました。
注力したマーケティングサービスは、売上高

は11.3億円（対前年比 44%増）と大きく伸長しました。
あとほんの数年で約2倍の20億円は目指せると思って
います。それともう１つあります。数年前から、モノを

A Q 社内の雰囲気はいかがですか？

　「社内の雰囲気は確実に変化」しました。若い
幹部たちによる積極的な議論や提案が増えたこ

とで、今までのやり方にとらわれない営業活動や費用投
A

Q 当期業績についての評価はいかがですか？

　当期の業績は、売上高は 5,044,483千円（対前
年比 5.6％増）、営業利益は 554,437千円（同 

36.1％増）、経常利益は 582,215千円（同 44.9％増）、当期
純利益は 411,528千円（同 44.1％増）と増収増益となりま
した。遅れを取り戻しながらの活動でもあったため、この
業績についてはまだまだ不足で、本音は１割増を目指し
ていたところです。来期（21期）はフル回転でいけるので、
目論んでいる水準に達すると見込んでいます。

A

下が行われ、勢いとスピード感ある行動が見られるよう
になりました。今は非常に良い雰囲気です。

Q 新商品のマーケティングシステムについて
詳しく教えてください。

　マーケティングシステム（名称 バックストア群）
は、現在注力しているマーケティングサービスの

次の収益軸となる「次世代商品」にあたります。ヒトが
行っているマーケティングの仕事を今風に言うと、ＡＩ
（人工知能）にさせるという考えのサービスシステムにな
ります。今後は、その精度を上げるためにも、「質」重視の
マーケティングノウハウを溜めていくことが重要となるた
め、現在は、ヒトが行うマーケティングサービスに注力し
ています。また、人手不足と働き方改革が求められている
今、その役割に合ったサービスだと考えています。
　このマーケティングシステムは、この先は収益の構造面
でも大きく貢献します。現状のマーケティングサービス
は、コンサルティングや業務運営代行という業務の特性
上、生産性のヒト依存度が高く、利益率が上がりにくい構
造となっています。それに対してマーケティングシステム
は、ヒト依存度が低いため、契約顧客数が一定数を超えて
くることで利益率が非常に高くなる構造となっています。
そのため、積極的に投資を行い、この1年で成長の道筋を
作れるようにスピード感を持って取り組んで参ります。

A
Q 顧客店舗数が減ることへの不安は

ありませんでしたか？

　不安はありませんでした。顧客が求めるメイン
商材が、顧客店舗業績を上げるためのマーケティ

ングサービス（ページ制作や広告宣伝による集客の代行、
それらのための調査や分析と、戦略立案といったコンサ
ルティングの役務サービス）となることを見込んでいまし
たので、今後はその顧客店舗と「深い仕事」、「体温ある仕
事」をすることが大切になってくると思っていたところ、こ
の通りの展開になっているからです。顧客数が減ったぶ
ん、深く濃い仕事ができるようになったことで、当社の「品
質」が評価され、その結果、受注単価が大幅に上がり、売
上、利益に貢献しました。これからも不安なく、このまま
進めていくつもりです。

A

売るための販売システムをたくさん売る（顧客を獲得
する）戦略から、少しでもよいので、ＥＣ本店でのポテ
ンシャルが見込める見込顧客開拓と、商品販売ではな
く総合的支援となるソリューションビジネスを重視す
る戦略へと、切り替えに取り組んできました。しかし、
従来の販売システムを売る（数を追う）営業スタイルを
変えられず、想定よりも遅れている状況でしたが、組織
改革後は、私のメッセージを幹部たちが汲み取り、営業
活動を変化させたことで、戦略にあった顧客店舗の獲
得が増えるなど成果が徐々に表れてきました。なおこ
の戦略は、従前お話しているとおり、販売システム事業
（ＥＣでモノを売るシステム）では、ここ数年で競合他
社が大幅に増えたことで過当競争となり、価格競争が
激しくなったため、そこから脱却することを目的とし
たものです。 Q 最後に株主の皆様にメッセージを

お願いします。

　20周年を迎えることができますのも、株主の
皆様をはじめとするすべてのステークホル

ダーのおかげでございます。感謝申し上げます。また、
次世代に向けた事業作りのため、来期以降も自ら指揮
をとり、今までになく、強気で、アグレッシブにチャレ
ンジして参りたく思っています。そのため、ときに大き
く投資を行い表面に表れる利益がより低下する事も見
込んでいますが、通常の素の状態で確実に得られる利
益のなかからの拠出であり、これはいつでも元に戻せ
る事ですので、どうぞご理解ください。
　最後に、株主還元につきましては、安定した利益還元
を行うことは最重要課題のひとつと考えており経営成
績、財政状況、配当性向および将来の事業展開のための
内部留保の充実など、バランスを総合的に勘案して成
果の配分を行うことを基本方針としています。
　2018年3月期末における剰余金の配当につきまして
は、当社の業績および財務状況を勘案し、1株当たり28
円といたしました。
　次世代に向けた準備をしっかり進めて参りますの
で、当社事業にご期待いただき、より一層のご支援を賜
りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
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力してきたマーケティングの収益化が、想定より時間が
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績、財政状況、配当性向および将来の事業展開のための
内部留保の充実など、バランスを総合的に勘案して成
果の配分を行うことを基本方針としています。
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は、当社の業績および財務状況を勘案し、1株当たり28
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りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

A

0

10

20

30

40

50

0

200

400

600

800

1,000

1,200

代表取締役　石村賢一
河野恵

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

0

100

200

300

400

500

0

10

20

30

40

50

業 績 サ マ ーリ

18期
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19期 20期
（当期）

18期 19期 20期
（当期）

18期 19期 20期
（当期）

18期 19期 20期
（当期）

18期 19期15期 16期 17期

売上高 営業利益 経常利益 マーケティングサービス売上高 推移当期純利益
（単位：円） （単位：%）

1株当たり配当額（左） 配当性向（右）

当社は、2013年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で、
2016年3月18日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っています。

18期17期16期15期 19期 20期
（当期）

20期
（当期）

配当の状況
（単位：百万円）

14.0 15.5 17.0

24.0 24.0
28.0



ＩＲページや、メール、お電話で、ご回答させていただきます。

ご連絡の為に、通信欄にメールアドレスをお書きください。

■ ご質問とアドバイスを募集中 ♪

http://Estore.jp/com/

薄謝進呈

▪発行可能株式総数：41,308,800株　　▪発行済株式総数：10,327,200株　　▪株主数：2,404名（2017年9月末比319名増）

▪株価チャート（2018年4月30日現在） ▪株主分布状況

100株以上
1,761名  73.25％

500株以上
231名  9.60％

1,000株以上
298名

12.40％

5,000株以上  23名  0.96％
10,000株以上  
45名  1.87％

所有株数別分布状況 合計 2,404名

100株未満  
46名  1.91％

◦10,000株以上 35名
　77.78%
◦50,000株以上 3名
　6.67%
◦100,000株以上 4名
　8.89%
◦500,000株以上 3名
　6.67%

内　訳

自己名義株式
5,165,902株
50.02％

金融機関 
48,700株
0.47％

外国法人等 1,107,300株
10.72％

金融商品取引業者 
147,796株
1.43％

個人・その他
1,924,202株
18.63％

その他の法人
1,933,300株
18.72％

所有者別分布状況 合計 10,327,200株

出来高
（株）

17/04 17/06 17/08 17/10 17/12

株価（円）

18/02 18/04
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■ 株式の状況　 2018年3月31日現在

「カジュアルな事業説明会」および「株主総会」のお知らせ

場所 : フクラシア丸の内オアゾ
　　

事業説明会では社長講演を予定いたしております。
また、軽食の用意もございます。

12:30～13:10　事業説明会
13:10～13:20　休憩
13:20～　　　    株主総会

交通のご案内

最寄り駅：JR東京駅、東京メトロ各線 東京駅
フクラシア丸の内オアゾURL=https://www.fukuracia.jp/marunouchi/

　2018年6月28日（木曜日）12時30分より、当社株主様を対象に「ランチミーティング」と称した“カジュアルな事業説明会”を開催いたし
ます。本説明会は、株主総会とは異なり、当社代表の石村自ら本音でビジョンをお話する内容となります。楽しい会となるよう企画に工

夫を凝らしますので、お気軽にご参加ください。その後、13時20分より「第20回定時株主総会」を行います。ぜひ、株主の皆様にお越しい

ただき、ご意見をお聞かせください。また、心ばかりではありますが、粗品をご用意しております。

　なお、当日ご出席願えない場合は、ご意見、ご質問フォームより、遠慮なくご意見をお寄せください。

日時 : 2018年6月28日（木曜日）
丸の内北口ビルディング15階　Ｉ会議室

河野恵（かわのめぐみ）
1 月 9 日生、神奈川県出身。
山口朝日放送のアナウンサーを経て、2013 年よりフリーアナウンサー
へ転向。
現在は経済番組のキャスターや、司会業など、多方面で活動中。
◎日経 CNBC 昼エクスプレス

ESTORE  STAKEHOLDER  SALON
株主通信  2017  通期

（2017年4月1日～2018年3月31日）

傾注するWEB店舗運営支援マーケティング
サービスが順調に伸びています。人的・物的
先行投資も実を結びつつある中で、今期以
降の更なる伸びが予想されます。また、顧客
店舗獲得の手段として、昨年夏の北洋銀行と
のビジネスマッチング提携に続き、本年2月5
日には横浜信用金庫との提携も発表しまし
た。株式市場はこれらの挑戦を評価すると
思っています。

10年後30兆円に育つと予想される
Eコマース市場のトップ企業を目指す
石村賢一社長のストイックな姿勢に期待します。

　ケイ・アセット代表   平野憲一

フクラシア丸の内オアゾ
丸の内北口ビル　15階

新丸の内
ビル

丸の内
北口ビル丸ノ内ホテル

東京ステーション
ホテル

丸の内
センタープラザ

新丸の内
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丸の内オアゾ

命
生
本
日

ル
ビ
内
の
丸

東京駅

iiyo!!丸の内
ビル

KITTE

東京駅中央口

丸の内1

丸の内中央口 丸の内北口丸の内南口

外堀通り

東海道
新幹線

JR山手線

平日のみ利用可

メイン
入口


