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第１章

事業内容とビジネスモデル
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 カスタムメイド受注生産品・OEM製品は、顧客へ直接販売（ノベルティ等）

 自社企画のオリジナル製品（MARKLESS STYLE）は、卸・代理店経由で販売

（ノベルティ・小売店向け等・・・）

【ビジネスフロー】【販売チャネル別売上高構成比】

トランザクションその他

1%

カスタムメイド 直販

直販

45%2010年8月期
売上高

顧客企業卸売業

者

54%

7,480百万円

自社オリジナル 卸売業者・
代理店
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「エ 雑貨 「ヘルスケア雑貨 「 般雑貨 の企画 デザイン 製造 販売

事業内容（製品分類別）

「エコ雑貨」 「ヘルスケア雑貨」 「一般雑貨」の企画・デザイン・製造・販売

【製品別売上高構成比】

その他

1%

エコ雑貨

34%

ヘルスケ

ア雑貨

17%

2010年8月期
売上高

7,480百万円

一般雑貨

48%
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当社のビジネスモデル

工場を持たないファブレス展開 店舗を持たない店舗レス展開 工場を持たないファブレス展開、店舗を持たない店舗レス展開

 雑貨メーカーとしてワンストップソリューションを提供
 あらゆるジャンルの雑貨製品を手がける

 企画から納品まで、全ての機能を自社グループ内に有する
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 カスタムメイドで蓄積した付加価値を自社オリジナル製品に活用

当社の強み ： 企画提案力の多面展開

 カスタムメイドで蓄積した付加価値を自社オリジナル製品に活用

 二次展開により、収益機会を 大化

第１の収益機会第１の収益機会 ファッショ

ン・アクセ

サリー

趣味・ス

ポ

情報・通信

ほか

カスタムメイド製品
情報の発信基地や、

カスタムメイド
製品の

顧客業種別
売上高構成比

流通・小売

業

交通・レ

ジャー
化粧品・ト

イレタリー

出版

案内・その

他

ポーツ用品
情報 発信 、
流行の 先端となる
業種との取引

売上高構成比

トレンドの一歩先を着実に捉えるトレンドの一歩先を着実に捉える
5,000社との取引実績、

累積１万アイテムのデータベース
5,000社との取引実績、

累積１万アイテムのデータベース

流行やトレンドを捉え、ヒットする可能性の高い自社オリジナル製品を開発

第２の収益機会

自社オリジナル製品 着実な予測に基づく見込み生産により、
低コストと短納期で提供

低リスクで高採算なビジネスモデル

7



第２章

2010年８月期決算（連結）の概要及び

2011年８月期業績予想



売上高・利益の推移（実績・見込）

前々期～今期までの売上高・利益は、増収増益で推移しております。前々期 今期までの売上高 利益は、増収増益で推移しております。

前年比 前年比

売上高（千円） 7,068,589 7,480,421 105.8% 8,050,000 107.6%

【今期】　11.8月期（見込）
09.8月期

【前期】　10.8月期

9

営業利益（千円） 252,178 391,857 155.4% 559,649 142.8%

当期純利益（千円） 67,887 188,427 277.6% 315,560 167.5%

売上高営業利益率 3.6% 5.2% 1.7% 7.0% 1.7%



2010年８月期連結業績トピックス
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2010年8月期連結製品分類別売上高

（千円）（千円）

2009年８月期 2010年８月期 前年比

一般雑貨製品 4,327,818 3,549,060 82.0％

エコ雑貨製品 2,426,621 2,573,133 106.0％

ヘルスケア雑貨製品 247,083 1,280,853 518.4％

（百万円） ＊その他売上を除く、エコ雑貨製品・一般雑貨製品・ヘルスケア雑貨製品 売上高構成比
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2010年8月期連結貸借対照表トピックス
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2010年8月期連結キャッシュフロートピックス

（千円）

2009年８月期 2010年８月期

営業キャッシュフロー -427,935 382,101

投資キャッシュフロー 685,562 -23,752

財務キャッシュフロー -194,947 -487,774財務キ シ , ,

現金及び現金同等物期末残高 426 200 274 735現金及び現金同等物期末残高 426,200 274,735
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2011年8月期（今期）連結業績見通し

（千円）

実績 構成比 実績 構成比

売上高 7 480 421 100 0% 8 050 000 100 0% 107 6%

前年比
2010年８月期 2011年８月期

（千円）

　売上高 7,480,421 100.0% 8,050,000 100.0% 107.6%

　売上総利益 2,736,933 36.6% 2,915,014 36.2% 106.5%

営業利益 391 857 5 2% 559 649 7 0% 142 8%　営業利益 391,857 5.2% 559,649 7.0% 142.8%

　経常利益 308,244 4.1% 529,607 6.6% 171.8%

当期純利益 188 427 2 5% 315 560 3 9% 167 5%　当期純利益 188,427 2.5% 315,560 3.9% 167.5%
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今期以降の為替取引状況

①①当社グループは中国を始めとする当社グループは中国を始めとするASEANASEAN諸国からＵＳドル建輸入取引を実施諸国からＵＳドル建輸入取引を実施 ⇒⇒ 円高は円高は輸入仕入原価減少による輸入仕入原価減少による売上総利益アップ要因売上総利益アップ要因①①当社グループは中国を始めとする当社グループは中国を始めとするASEANASEAN諸国からＵＳドル建輸入取引を実施諸国からＵＳドル建輸入取引を実施 ⇒⇒ 円高は円高は輸入仕入原価減少による輸入仕入原価減少による売上総利益アップ要因売上総利益アップ要因。。

調達方法 見込金額（ＵＳドル） 調達比率

②輸入仕入決済に伴うＵＳドル調達状況②輸入仕入決済に伴うＵＳドル調達状況

通貨オプションによる調達 7,500,000 37％

通貨オプション以外での調達 12,785,000 63％

③１円の円高における為替の影響③１円の円高における為替の影響③１円の円高における為替の影響③１円の円高における為替の影響

調達方法 損益影響額

輸入仕入の原価減少 ＋20,000千円

ＵＳドル調達の為替差損 ▲9 000千円

④通貨オプション取引の状況④通貨オプション取引の状況

ＵＳドル調達の為替差損 ▲9,000千円

利益押し上げ効果 ＋11,000千円

デリバティブ債務残高
（2010年８月期）

契約満了月

今期契約満了 92,540千円 2011年5月

来期契約満了 82 577千円 2012年8月

⑤今後は長期の通貨オプション等は行いません。⑤今後は長期の通貨オプション等は行いません。

来期契約満了 82,577千円 2012年8月

合計 175,118千円
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※1.人民元相場等、中国情勢の変化により数値が変動する可能性があります。
※2.今期の業績に織り込み済みです。
※3.今期の業績に織り込み済みです。また、2011年8月末の為替レートが2010年8月末為替レート（1USD＝84.56円）と同額との想定による算出になります。



商社などを介さず トランザクション単独で海外協力工場を開拓し展開する商社などを介さず トランザクション単独で海外協力工場を開拓し展開する

今期の戦略①

商社などを介さず、トランザクション単独で海外協力工場を開拓し展開する商社などを介さず、トランザクション単独で海外協力工場を開拓し展開する

 自社オリジナル製品のほぼ自社オリジナル製品のほぼ
 海外では常時海外では常時9090社以上の協力工場が稼動社以上の協力工場が稼動

コストや材料に応じて機動的に委託先を選別コストや材料に応じて機動的に委託先を選別 コストや材料に応じて機動的に委託先を選別コストや材料に応じて機動的に委託先を選別

 をファブレスで実現をファブレスで実現
 モノづくりノウハウを伝え、品質を管理モノづくりノウハウを伝え、品質を管理

青島

ヘルスケア用品

バッグ

タオル

ビニール

インド

香港 ペン

バッグ

インド

傘、アルミ加工、レザー、
ミラー、時計・電卓

コットン
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ラバーウッド、タオル



モノづくりを更に進化させるモノづくりを更に進化させる

今期の戦略②

モノづくりを更に進化させるモノづくりを更に進化させる

 原産地＋協力工場のパックを、中国のみならず、ベトナム、バングラデシュなど原産地＋協力工場のパックを、中国のみならず、ベトナム、バングラデシュなど

アジアの低コスト地域へ移行アジアの低コスト地域へ移行アジア 低 ト地域 移行アジア 低 ト地域 移行

 ボリュームディスカウントによる更なるコスト削減も模索ボリュームディスカウントによる更なるコスト削減も模索

【一人当たり名目ＧＤＰ】 （USﾄﾞﾙ）

線内は当社グループ生産拠点所在地

※中国内の数値は中国国家統計局による2008年の数値。
※ベトナム、インド、バングラデシュの数値はＩＭＦによる2009年

の数値。 17



により 高いフレキシビリテ と高い価格競争力を実現するにより 高いフレキシビリテ と高い価格競争力を実現する

今期の戦略③

により、高いフレキシビリティと高い価格競争力を実現するにより、高いフレキシビリティと高い価格競争力を実現する

 良の原産地を求めて移動する、良の原産地を求めて移動する、

 、累積登録は、累積登録は200200社超社超 、累積登録は、累積登録は200200社超社超

 Trade Works AsiaTrade Works Asiaのの を 大限に活用を 大限に活用
【一人当たり名目ＧＤＰ（USﾄﾞﾙ）】

コットン製品の軌跡

5,499 

4,8404,000 

5,000 

6,000 

4,840 

3,440 

2,867 
2,000 

3,000 

4,000

1,060 
1,031 

574 
0 

1,000 

広
東

山
東

福
建

河
南

ベ
ト

イ
ン

バ
ン

※中国内の数値は中国国家統計局による2008年の数値。
※ベトナム、インド、バングラデシュの数値はＩＭＦによる2009年

の数値。

省 省 省 省 ナ
ム

ド グ
ラ
デ
シ
ュ

18



今期の見通し（一般雑貨製品）

（単位：千円）

広告扱い高

前年比(％) 

2006年度 1

（単位：千円）

2010年８月期 2011年８月期 前年比

一般雑貨製品 3,549,060 4,055,824 114.3%

市況環境市況環境

 今年度に入り景気全体の回復基調による広告販促の予算復活の動きや新製品・商品投入数増加傾向今年度に入り景気全体の回復基調による広告販促の予算復活の動きや新製品・商品投入数増加傾向

2006年度 1

2007年度 0.3

2008年度 ▲8.5 

2009年度 ▲11.0 

2009年1月 ▲10.4  今年度に入り景気全体の回復基調による広告販促の予算復活の動きや新製品・商品投入数増加傾向。今年度に入り景気全体の回復基調による広告販促の予算復活の動きや新製品・商品投入数増加傾向。

 マクロ的にも広告取扱高（右表参照マクロ的にも広告取扱高（右表参照 前年同月比：日経公表）が本年２月以降の下落幅が縮小し、５月前年同月比：日経公表）が本年２月以降の下落幅が縮小し、５月
以降は好転。以降は好転。

販促向け 般雑貨 ズは 復基調 あり 来年度も 動きは継続傾向販促向け 般雑貨 ズは 復基調 あり 来年度も 動きは継続傾向

年 月

2009年2月 ▲20.6 

2009年3月 ▲12.2 

2009年4月 ▲15.5 

2009年5月 ▲16.9 

2009年6月 ▲18.1 

2009年7月 ▲17 3 販促向け一般雑貨のニーズは回復基調であり、来年度もこの動きは継続傾向。販促向け一般雑貨のニーズは回復基調であり、来年度もこの動きは継続傾向。

 雑誌の販売が低迷したことにより、付録つき雑誌の需要が拡大。また、雑誌の販売が低迷したことにより、付録つき雑誌の需要が拡大。また、CDCDの販売が低迷したことにより、の販売が低迷したことにより、
コンサート物販の市場が拡大傾向。コンサート物販の市場が拡大傾向。

2009年7月 ▲17.3 

2009年8月 ▲10.7 

2009年9月 ▲13.6 

2009年10月 ▲12.7 

2009年11月 ▲8.8 

2009年12月 ▲9 1

今期の戦術今期の戦術

2009年12月 ▲9.1 

2010年1月 ▲7.7 

2010年2月 1.7

2010年3月 ▲2.7 

2010年4月 ▲0.7 

2010年5月 3.2

 5,0005,000社との取引実績を活かし、特に市場拡大傾向の雑誌の総付け（付録）やコンサート物販の社との取引実績を活かし、特に市場拡大傾向の雑誌の総付け（付録）やコンサート物販の
営業アプローチを強化。営業アプローチを強化。

 5,0005,000社との取引実績の中には、不況下にも好業績をあげる企業もあり、これらの業界を中心に社との取引実績の中には、不況下にも好業績をあげる企業もあり、これらの業界を中心に
好業績企業 拓 売上拡大 企好業績企業 拓 売上拡大 企

2010年6月 5.1

2010年7月 20.6

2010年8月 ▲6.9 

2010年9月 2.5

出所：日経新聞
電通・博報堂２社合計
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好業績企業を選別・開拓し、売上拡大を企図。好業績企業を選別・開拓し、売上拡大を企図。

 20112011年年88月期は前年比月期は前年比114.3114.3％の売上を計画。％の売上を計画。

電通 博報堂２社合計



今期の見通し（エコ雑貨製品）
（単位：千円）

※「チャレンジ25キャンペーン」とは？
我が国は、2020年に温室効果ガスを1990年比で25
パーセント削減するとの目標を掲げました。

政府では 地球と日本の環境を守り未来の子ども

2010年８月期 2011年８月期 前年比

エコ雑貨製品 2,573,133 3,056,427 118.8%

市況環境市況環境

深刻な地球温暖化は全世界的問題であり、深刻な地球温暖化は全世界的問題であり、CO2CO2削減は世界的潮流となっている。我が削減は世界的潮流となっている。我が
国もエコポイントに代表されるよう国策としてエコ商品の購入を推進。国もエコポイントに代表されるよう国策としてエコ商品の購入を推進。

政府では、地球と日本の環境を守り未来の子ども
たちに引き継いでいくため、「チャレンジ25」と

名付け、あらゆる政策を総動員して地球温暖化防
止の対策を推進することとしており、そのための
温暖化防止のための国民的運動を、「チャレンジ
25キャンペーン」として2010年1月14日より、新
たに展開することとなりました。
「チ レンジ25キ ンペ ン は これまでの地

環境に配慮した雑貨は、環境に配慮した雑貨は、エコ社会への大きな流れに沿って、市場規模が急速に拡大。エコ社会への大きな流れに沿って、市場規模が急速に拡大。

ただ単にエコだけではなく、現代の楽しく豊かなライフスタイルにマッチする、ただ単にエコだけではなく、現代の楽しく豊かなライフスタイルにマッチする、
ファッション性、機能性を兼ね備えたリーズナブルな製品群のニーズの高まり。ファッション性、機能性を兼ね備えたリーズナブルな製品群のニーズの高まり。

「チャレンジ25キャンペーン」は、これまでの地

球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナ
ス６％」から、よりCO2削減に向けた運動へと生

まれ変わり展開するものであり、オフィスや家庭
などにおいて実践できるCO2削減に向けた具体的

な行動を「６つのチャレンジ」として提案し、そ
の行動の実践を広く国民に呼びかけております。

ファッション性、機能性を兼ね備えたリ ズナブルな製品群のニ ズの高まり。ファッション性、機能性を兼ね備えたリ ズナブルな製品群のニ ズの高まり。

チャレンジチャレンジ2525キャンペーン（右側キャンペーン（右側※※参照）参照）では、では、CO2CO2削減のために、具体的な削減のために、具体的な66つのつの

アクションアクションを提案。を提案。

今期の戦術今期の戦術

地球に優しいエコライフの提案、エコ雑貨製品のアイテム数増加と販売拡大地球に優しいエコライフの提案、エコ雑貨製品のアイテム数増加と販売拡大
キーワードは「身近でエコ」「エコでお得！」キーワードは「身近でエコ」「エコでお得！」

次ページの製品を戦略製品群とし販売強化。次ページの製品を戦略製品群とし販売強化。
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 20112011年年88月期は前年比月期は前年比118.8118.8％の売上を計画。％の売上を計画。



エコ雑貨製品事例 Ⅰ

「地球環境に配慮したモノづくり」をモットーとして、３「地球環境に配慮したモノづくり」をモットーとして、３RR（（ReduceReduce・・ReuseReuse・・RecycleRecycle）への取り組みをかたちにした）への取り組みをかたちにした

エコ雑貨製品が当グループの主力製品です。エコ雑貨製品が当グループの主力製品です。

【エコバッグ】【エコバッグ】

身近にできる地球温暖化対策として、マイバッグを持つことから始めるエコ活動を推進するため、様々な素材・デザイン・サイズのエコバッグを90種類以上展開。
また、レジ袋削減のためにエコバッグを持つという個人のエコ活動を推進するだけでなく、環境を意識した素材を使用したものや、エコマーク認定を受けた商品を
充実させるなど、企画段階から環境保全に配慮。
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エコ雑貨製品事例 Ⅱ



今期の見通し（ヘルスケア雑貨製品）
（単位：千円）

年 期 年 期 前年比2010年８月期 2011年８月期 前年比

ヘルスケア雑貨製品 1,280,853 847,749 66.2%

市況環境市況環境

昨年の新型インフルエンザの流行問題に代表されるように細菌から身を守るためのニーズの高まり。昨年の新型インフルエンザの流行問題に代表されるように細菌から身を守るためのニーズの高まり。

研究や過去の統計からラニーニャ現象が発生するとフィリピン近海の海水温が上昇し、太平洋高気圧の勢力が強大化して研究や過去の統計からラニーニャ現象が発生するとフィリピン近海の海水温が上昇し、太平洋高気圧の勢力が強大化して研究や過去の統計からラ ャ現象が発生するとフィリ ン近海の海水温が上昇し、太平洋高気圧の勢力が強大化して研究や過去の統計からラ ャ現象が発生するとフィリ ン近海の海水温が上昇し、太平洋高気圧の勢力が強大化して
日本列島は他の地域よりも猛暑になりやすいとも考えられている。日本列島は他の地域よりも猛暑になりやすいとも考えられている。

 20112011年春の花粉飛散量は、記録的猛暑の影響で、近畿地方では今年の年春の花粉飛散量は、記録的猛暑の影響で、近畿地方では今年の1010倍、関東地方では今年の倍、関東地方では今年の77～～88倍、全国的に倍、全国的に
今年より今年より55倍の見込み。倍の見込み。

冷房に頼らない暑さ対策を求めている消費者のエコ精神やクールビズの行動により、当市場における今後の成長性が冷房に頼らない暑さ対策を求めている消費者のエコ精神やクールビズの行動により、当市場における今後の成長性が

うかがえる。うかがえる。

今期の戦術今期の戦術

 バリューブランド「バリューブランド「LeaffreshLeaffresh」を本格的に全国展開（右記参照）、大手コンビニ、」を本格的に全国展開（右記参照）、大手コンビニ、
GMSGMSなど開拓済みの顧客基盤を深耕・拡大、キャタクターを使用した展開などなど開拓済みの顧客基盤を深耕・拡大、キャタクターを使用した展開など
ブランドの付加価値をアップし大飛躍を期すブランドの付加価値をアップし大飛躍を期すブランドの付加価値をアップし大飛躍を期す。ブランドの付加価値をアップし大飛躍を期す。

 次ページの製品を戦略製品群とし販売を強化する。次ページの製品を戦略製品群とし販売を強化する。

 20102010年年88月期は新型インフルエンザの影響を受けて急激な上昇を示したが、月期は新型インフルエンザの影響を受けて急激な上昇を示したが、
現況を踏まえると、マスク需要に関しては一服感が、現況を踏まえると、マスク需要に関しては一服感が、20112011年年88月期以降の月期以降の
マスク需要動向については慎重に見た結果、マスク需要動向については慎重に見た結果、22011011年年88月期は前年比月期は前年比66.266.2％％
の売上を計画。の売上を計画。
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第３章

今後の成長戦略



「アジア生産 ⇒ 中国市場」による新たな成長ステージへ

 消費市場としての中国消費市場としての中国

 移動型ファブレスの利点を活かし、旧生産地が消費市場へ移動型ファブレスの利点を活かし、旧生産地が消費市場へ

 アジア内でのコスト差を狙い アジア生産アジア内でのコスト差を狙い アジア生産 ⇒⇒ 中国市場のビジネスで成長中国市場のビジネスで成長 アジア内でのコスト差を狙い、アジア生産アジア内でのコスト差を狙い、アジア生産 ⇒⇒ 中国市場のビジネスで成長中国市場のビジネスで成長

 中国に現地法人設立予定中国に現地法人設立予定

【一人当たり名目ＧＤＰ】 （USﾄﾞﾙ）

線内は当社グループ生産拠点所在地

※中国内の数値は中国国家統計局による2008年の数値。
※ベトナム、インド、バングラデシュの数値はＩＭＦによる2009年

の数値。 26



ワールドワイド

 トランザクションを世界へトランザクションを世界へ トランザクションを世界へトランザクションを世界へ

 香港では見本市を一年中開催香港では見本市を一年中開催

 見本市でトランザクショングループ製品を世界に広める見本市でトランザクショングループ製品を世界に広める

 世界的販売戦略を目指す世界的販売戦略を目指す

【一人当たり名目ＧＤＰ】 （USﾄﾞﾙ）
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線内は当社グループ生産拠点所在地

※中国内の数値は中国国家統計局による2008年の数値。
※ベトナム、インド、バングラデシュの数値はＩＭＦによる2009年

の数値。



株主還元策及びＩＲ活動への取り組み

株主還元策の考え方

内部留保資金は、業容拡大に向けた投資資金内部留保資金は、業容拡大に向けた投資資金

配当性向は、内部留保とのバランスを勘案し、安定的に配当性向は、内部留保とのバランスを勘案し、安定的に１０％１０％を確保を確保

適時・公正な開示に基づくIR活動

更なるガバナンス強化によるフェア＆タイムリーディスクロージャーの徹底更なるガバナンス強化によるフェア＆タイムリーディスクロージャーの徹底

積極的な積極的なIRIR活動を展開活動を展開
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