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はじめに

平成23年３月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」に
つきまして、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げる
とともに、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

当社グループは、この地震による被災者の皆様の救援や被災地の復興
に役立てて頂くため、緊急支援物資として、政府対策本部からの要請
に応じて不織布マスクを被災者の方々に寄贈することを決定しており
ます。今後ともパブリックカンパニーとしての社会的使命を果たすべ
く、当社グループとして可能な支援を検討してまいる所存です。

また、当社グループにおいて現在保有する資産及び設備の被害状況に
ついて確認作業を行なったところ、重要な影響を及ぼす被害がないこ
とを確認しております。



第１章

事業内容とビジネスモデル



トランザクショングループ
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株式会社トランザクション ＝ 純粋持株会社

株式会社トレードワークス

株式会社トランス

株式会社T３デザイン

株式会社クラフトワーク

カスタムメイド雑貨製品の企画・製造・販売

印刷・加工・検品・アッセンブリー・物流手配

グラフィック・プロダクツ・Ｗｅｂデザイン及び製品開発

オリジナル雑貨製品の企画・製造・販売

アジア圏における生産管理・品質管理・輸出入・物流管理
Trade Works Asia Limited

アジア圏における生産管理・販売

上海多来多貿易有限公司 ※2011年2月設立



 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・・・（

トランザクション

カスタムメイド

自社オリジナル

顧客企業

卸売業者・
代理店

直販

【ビジネスフロー】【販売チャネル別売上高構成比】

その他
1%

卸売業
者

54%

直販
45%2010年8月期

売上高
7,480百万円

事業内容＇販売経路別（
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（参照：2010年8月期実績）



「エコ雑貨」 「ヘルスケア＆ビューティー雑貨」 「一般雑貨」の企画・デザイン・製造・販売

事業内容＇製品分類別（

◆エコ雑貨製品

○３Ｒ＝環境に配慮したエコ雑貨製品

○エコバッグ、マイ箸、マイカップ、

リサイクル素材製品等

◆一般雑貨製品

○デザイン性と機能性を兼ね備えた

雑貨製品

○「エコ雑貨」および「ヘルスケア雑貨」

以外の全ての雑貨製品

◆ヘルスケア＆ビューティー雑貨製品

○健康維持・清潔感保持及び美容に貢献

する雑貨製品

○家庭用マスク、除菌シート、冷却

シート、マスカラ等

【製品別売上高構成比】

エコ雑貨
34%

一般雑
貨

48%

ヘルスケ

ア雑貨
17%

その他
1%

2010年8月期
売上高

7,480百万円
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（参照：2010年8月期実績）

※当第２四半期連結会計期間より、化粧品の取扱いを開始したため、投資家の皆様の適正な投資判断を重視した製品分類が必要で
あるとの考えから、「ヘルスケア雑貨製品」を「ヘルスケア＆ビューティー雑貨製品」に変更致しております。

※ 2010年８月期の「ヘルスケア雑貨製品」についてビューティー
雑貨は含まれておりません。
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当社の強み ： 環境変化に迅速に対応可能なビジネス展開

外部環境 当社の対応

既存サプライヤーのネットワークにより

原材料を調達

コンビニやドラッグストアへ販売＇前期

売上：約14億（

実
例
①
（過
去
実
績
）

○2010年５月に新型インフルエンザ発生＇パンデミック（

⇒ マスクの需要が急速に拡大し、供給丌足発生

外部環境
実
例
②
（今
後
の
展
開
）

【足元】

○大都市圏での防災意識の向上

【下半期】

○電力需給状況による今夏の暑さ対策の必要性

多地域にわたる協力工場網が整備されており、
高いフレキシビリティが実現

迅速な対応が可能な理由

当社の対応

【足元】

防災グッズのラインアップの拡充

【下半期】

暑さ対策グッズの企画・開発

移動型ファブレスによる製造
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新製品の概要＇１（

今夏における震災の影響の電力丌足、計画停電による例年以上の熱暑対策として、機能性のある
アイテムバリエーション、新製品をリーフフレッシュブランドに追加

リーフフレッシュ：ガリガリ君シリーズ

今年30周年を迎える、日本の代表的氷菓「ガリガリ君」＇赤城乳業（のキャラクターと、当社グループのオリジナル
クールアイテムがコラボレーションし、「クール感」をより一層際立たせた新製品。

キャラクターのパッケージデザインだけでなく、製品にはガリガリ君の象徴的な「ソーダの香り」を配合、クール機能
だけでなく、香りやデザインで楽しく涼感の得られるアイテム。

【ガリガリ君氷タオル】 【ガリガリ君冷却シート】
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新製品の概要＇２（

【クールリーフフレッシュシリーズ】 【スマートチャージHOT & COOLシリーズ】 【氷玉スプレー】

首＇ネック（用冷却ジェルに役職別＇新入社
員、部長、社長（のイメージの香りとカラーを
付け、涼感と共に身だしなみとしての香りも
得られるシリーズ

「どこでもリフレッシュ＆リラックス」をキーワードに
開発された通年使用可の男性用アイテム。夏季に
は内蔵のジェルを冷凍庫で冷やし、冬季にはレン
ジで温めて使用することができる。

冷やしたい部分に
乗せると丌思議な
ムース状の中身が
マシュマロ状に固ま
り、すっきりとした涼
感が味わえる。同
時に、配合された
保湿成分＇ヒアルロ
ン酸（により、うるお
いも得られるクール
アイテム。

カバーに癒し感のある「ぬいぐるみタッチ」の素材を使用し、女性の好きな「リボン」をデザインポイントにした通
年使用可の女性用アイテム。夏季冬季に限らず、女性の悩みの冷え等にも使用可能。

Shu-ThangGrafixシリーズ

「R25」等でモテリーマンのキャラクターで人気のイラストレーター「Shu-ThangGrafix」のパッケージデザインによる
男性用リフレッシュ＆リラックスアイテム

シュガーリボンシリーズ

【ＨＯＴ＆ＣＯＯＬシリーズ】
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新製品の概要＇３（

Ｔシャツにおいて年間７億点を超える販売実績を誇る北米No.1のＴシャツ

メーカーGILDAN ACTIVEWEAR INC.＇ニューヨーク及びトロント証券取引所

上場企業（のオフィシャルディストリビュータとして販売活動を開始

米国のＵＳＤＡ＇米国農務省（、ＵＳＥＰＡ＇米国環境保護庁（、ＯＳＨＡ＇労働安全
衛生庁（による厳格な規制の下で生産された米国製コットンを使用し、人体への
有害物質が含まれていないことを保証する「エコテックススタンダード１００」の認
証を受けた、安全性の高い繊維を使用。

「ヘビーウェイトＴシャツ」は、厚手生地のグローバルスタンダードデザインで、２７
色、６サイズを展開。「ＡＳフィットＴシャツ」は、日本人体型に合わせたタイトシルエ
ットデザインで、１７色、５サイズを展開し、アジアのみでの限定発売。

ＧＩＬＤＡＮ＇ギルダン（社製Ｔシャツ

※右記写真はGILDAN ACTIVEWEAR INC.より㈱トレードワークス

＇当社連結子会社（社長千葉が販売代理店証を授与された様子
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新製品の概要＇４（

震災の影響の電力丌足、計画停電等の照明丌足対策として、ＬＥＤライト、ランタンなどのＬＥＤ照
明機器、ダイナモ付きライトなどの節電照明機器のラインナップを強化、下記の新製品を投入

消費電力が少なく長時間の点灯可能なアイテム。電池が無くても自家発電＇手動でレバーを回転させる（してＬＥＤライト
点灯させる物や太陽電池を搭載し昼間に充電させて夜使える物、携帯電話の充電ができる物など需要に応じたライン
ナップ

停電時に部屋全体を照らせるランタ
ンは計画停電や災害時に火を使わ
ない為、火災の心配がなく部屋全体
を明るく照らしてくれる安全な照明

夏場の電力需要期に少しでもエアコン等の
電力消費を削減できるようファン等のクール
アイテムをラインアップ

ＬＥＤランタン ファン・ミスト

ＬＥＤ懐中電灯
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新製品の概要＇５（

アメリカの著名化粧品チェーンストア「セフォラ＇LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトングループ（」でも展開
の「FAIRY DROPS＇フェアリードロップス（」の日本市場における販売代理店契約が成立し、販売を開始

安田彩氏プロデュースのコスメブランドで、ハイビジョンテレビに映えるメイクの仕上がりが特徴。海外セレブ
の愛用者も多数おり、ブラシに特徴のあるマスカラは、売上本数60万本を突破した大ヒット商品。今シーズン
よりモエ ヘネシー・ルイ ヴィトングループのコスメチェーン「セフォラ」での展開が開始され、海外市場進出も本
格化。国内市場については、当社グループ会社：トレードワークスが販売代理店として営業を強化し、販路拡
大を推進。

＜安田彩氏プロフィール＞
株式会社ＡＹＡ代表取締役で、アメリカでメジャーリーグキャスターを経験し、帰国後、キャスターの観点から素早く華やかに仕上がる化粧品を開発。

現在は、化粧品プロデュースを行いながら、「FOX Back Stage Pass」のキャスターを務める。また、国内のTV番組、雑誌等にも多数出演し、広報活動
も行っている。

ＦＡＩＲＹ ＤＲＯＰＳ＇フェアリードロップス（

【プラチナムマスカラ】【キャンディバーＢＢクリーム】 【バニラパフミネラルパウダー】 【ジェリーグロス】
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新製品の概要＇６（

「化粧品製造販売業許可証＇許可番号13COX10691（」を取得し、本格的に化粧品の開発を開始。
2010年10月からテスト販売を開始した「ジンジャーラボ」シリーズは、シーズンニーズ＇機能・成分
等（とデザイン性で差別化し、化粧品専門卸売業者と取り組むことで、大手ドラッグストアチェーンや
主要バラエティストア等で展開。
2011年春夏については、さらに進化した製品「Botanical Labo＇ボタニカルラボ（」シリーズを本格
的に販売。

「バッグやポーチに入れて持っていても可愛い、インテリアとして置いてあっても可愛い」をコンセプトに、
機能・成分だけではなくファッションやトレンドを取り入れた当社オリジナルシリーズ。

幅広い女性に人気の英国調小花柄のパッケージデザインを採用し、春夏のシーズンニーズ「乾燥、日焼
け対策、化粧くずれ、虫さされ」に対応した成分を配合。さらに内３アイテムは、夏の暑い時期にぴったりな
涼感が得られる「炭酸泡」タイプとなっている。

Botanical Labo＇ボタニカルラボ（シリーズ

【バブルローション】【バブルミルクローション】 【バブルフットジェル】 【メイクカバーミスト】【ＵＶアロマスプレー】
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新製品の概要＇７（

従来まで取り扱っていない電子機器製品をラインナップとして加えることで、当社グループが開拓して

いない新たな製品市場を取り込み、かつ現況の成長著しいスマートフォン市場におけるビジネスチャン

スを捉えることが狙い

USBで充電、Bluetooth®で簡単接続

シリコン製で超軽量、丸めてコンパクトに

カラーは、ブラック、ホワイト、
ラズベリーピンク、ライトグリー
ンの４色展開

※ 「Bluetooth® Silicone Keyboard」に関しては、第３四半期より製品分類として新設される「モバイル雑貨製品」の中に分類される予定です。

ｉPad、iPhone 4、iPhone 3GSなどとワイヤレスで接続が可能なBluetooth®モバイルキーボード。本キーボード
を使用することにより、タッチパネルでは面倒だった文字入力を快適に行うことができ、議事録作成などのビジ
ネス用として、また、長文のメールやブログ更新などのプライベート用として、様々なシーンで利用可能

iPad／iPhone 向けシリコン製モバイルキーボード「Bluetooth® Silicone Keyboard」



当社の強み ： 多様なビジネス展開を可能にする強固な事業基盤

約25年に亘る事業展開を通してデータベース化された製品企画・開発ノウハウと、約5,000社の

取引実績をもとに、多様な販売チャネルを利用できる強固な事業基盤

クール＆ホットシリーズ

○卸売業を通した販売
○「MARKLESS STYLE」を中心とした

自社オリジナル製品

Tシャツ

化粧品

約5,000社の
取引実績

約25年の事業
実績で積み上げた
製品開発ノウハウと

取引先

環境変化に対応した新製品を、スピーディーに企画・製造・販売可能な一気通貫のビジネスモデル

スマートフォン周辺機器

トレードワークス

○企業への直接販売
○ＯＥＭ製品、カスタムメイド製品、

企業備品など

トランス
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第２章

2011年８月期第２四半期決算＇連結（の概要

及び2011年８月期業績予想



2011年８月期第２四半期
予算

2011年８月期第２四半期
実績

予算比

 売上高 3,909,550 3,824,438 97.8%

 売上原価 2,500,885 2,521,502 100.8%

 売上総利益 1,408,664 1,302,935 92.5%

　　販売費及び一般管理費 1,229,744 1,173,134 95.4%

 営業利益 178,919 129,800 72.5%

　　営業外損益 △51,087 △39,574 77.5%

　　デリバティブ評価損益 63,293 68,314 107.9%

　　為替差損 59,796 93,835 156.9%

 経常利益 127,832 90,226 70.6%

　　特別損益 △5,011 47,031 －

 四半期純利益 79,044 70,564 89.3%
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2011年８月期第２四半期連結業績トピックス
（千円）

①売上高
地球環境に配慮したエコ雑貨製品の企画・開発に注力すると共に、デザイン性、機能性の高い一般雑貨製品の営業活動を引き続き積極
的に展開し、幅広い業界に顧客層が分布する強みを活かし、業績の良好な企業を中心に営業アプローチを行いましたが、売上高の一部が
納品の都合により３月に後倒しになった結果、予算比97.8％の3,824百万円となりました。

②売上総利益
円高の進行による仕入価格低下効果はあったものの、綿花価格の高騰等原材料価格の上昇や中国の人件費上昇による労務費の上昇が
あり総利益率が予算比1.9％低下した結果、予算比92.5％の1,302百万円となりました。

③営業利益
販売費及び一般管理費はコスト削減の成果により抑制できたものの、売上総利益の低下により営業利益は予算比72.5％の129百万円と
なりました。

④経常利益
デリバティブ評価益を68百万円計上したものの、円高の進行により為替差損を93百万円計上したことにより、経常利益は予算比70.6％
の90百万円となりました。

⑤四半期純利益
特別利益として保険解約返戻金59百万円を計上したことで、四半期純利益は予算比89.3％の70百万円となりました。
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2011年8月期第２四半期連結製品分類別売上高

（千円）

2011年第２四半期
予算

2011年第２四半期
実績

予算比

一般雑貨製品 1,880,381 2,211,889 117.6%

エコ雑貨製品 1,458,869 1,398,891 95.9%

ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品 516,749 158,016 30.6%
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2011年8月期第２四半期連結貸借対照表トピックス

純資産396百万円
による増加

2010年８月期　連結貸借対照表

　流動資産 2,608,532

　　現金及び預金 304,961

　　受取手形及び売掛金 927,281

　　製品 906,870

　固定資産 523,586

資産合計 3,132,118

　負債合計 1,887,883

　　借入金 200,000

　　社債※ 540,000

　　デリバディブ債務 175,118

　純資産 1,244,235

負債・純資産合計 3,132,118

自己資本比率 39.7%

（千円） （千円）

2011年８月期第２四半期　連結貸借対照表

　流動資産 2,937,946

　　現金及び預金 324,989

　　受取手形及び売掛金 1,058,847

　　製品 1,048,574

　固定資産 492,772

資産合計 3,430,719

　負債合計 1,789,741

　　借入金 75,000

　　社債※ 500,000

　　デリバディブ債務 205,170

　純資産 1,640,978

　負債・純資産合計 3,430,719

　自己資本比率 47.8%※社債は1年内償還予定社債を含む
※科目は主な項目を掲載しており合計金額とは一致しません。
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2011年8月期第２四半期連結キャッシュフロートピックス

＇千円（ ①営業キャッシュフロー

営業活動の結果、当第２四半期連結累計期間に使用した
資金は２億４百万円となりました。主な要因は、税金等調整
前四半期純利益１億37百万円、たな卸資産の増加額１億
43百万円、売上債権の増加額１億23百万円、保険解約返
戻金59百万円によるものであります。たな卸資産につきま
しては、製品の主要生産国である中国の旧正月休暇に合
わせて、当面の製品在庫を積み増したことによる季節的要
因であります。

②投資キャッシュフロー

投資活動の結果、当第２四半期連結累計期間に得られた
資金は１億６百万円となりました。主な要因は、保険積立金
の解約による収入１億円によるものであります。

③財務キャッシュフロー

財務活動の結果、当第２四半期連結累計期間に得られた
資金は１億53百万円となりました。主な要因は、株式上場
に伴う株式の発行による収入３億39百万円、短期借入金
の減少額１億25百万円、社債償還による支出40百万円に
よるものであります。

2011年８月期
第２四半期

営業キャッシュフロー △ 204,398

投資キャッシュフロー 106,621

財務キャッシュフロー 153,964

現金及び現金同等物期末残高 324,989



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%

　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%

　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%

前年比
2010年８月期 2011年８月期
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2011年8月期＇通期（連結業績見通し

＇千円（
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商社などを介さず、トランザクション卖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
 海外では常時90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

 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

インド

香港

ラバーウッド、タオル

ペン

バッグ

タオル

青島

ビニール

傘、アルミ加工、レザー、
ミラー、時計・電卓

ヘルスケア用品

コットン

今期の戦略①



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

アジアの低コスト地域へ移行

 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

線内は当社グループ生産拠点所在地

【一人当たり名目ＧＤＰ】

※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。

＇USﾄﾞﾙ（
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今期の戦略②



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

 最良の原産地を求めて移動する、

 、累積登録は200社超

 Trade Works Asiaの を最大限に活用

コットン製品の軌跡

広東省

インド バングラ
デシュ

山東省

河单省

福建省

【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。
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コットン製品の軌跡

【一人当たり名目ＧＤＰ＇USﾄﾞﾙ（】

24

今期の戦略③
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今期の見通し＇一般雑貨製品（

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。マクロ的にも広告
取扱高＇右表参照 前年同月比：日経公表（が昨年２月以降の下落幅が縮小し、５月以降は好転。

 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、CD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。

 ｉPhoneに代表される現況の成長著しいスマートフォン市場やｉPad市場における周辺機器の拡大傾向。
今夏に見込まれる電力需給ギャップに対応するため、今夏はより一層のクールビズが求められ、クールビズ関連
製品について今まで以上 の強いニーズが予想される。また、防災関連製品に関してもより一層のニーズが予想さ
れる。

今期の戦術

 5,000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営業アプローチを
強化。

 5,000社との取引実績の中には、丌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を
選別・開拓し、売上拡大を企図。

 ｉPad、ｉPhone向けのBluetooth®シリコンキーボード＇正式名称：Bluetooth® Silicone Keyboard ※（の販売を開始、
今後も継続的にモバイル雑貨製品の取り扱いを強化。

 自社オリジナル雑貨で構築してきたチャネル・クライアントに対し、アメリカンＴシャツ北米マーケットシェアトップのギルダン社
＇正式社名：GILDAN ACTIVEWEAR INC、所在地： カナダ、ニューヨーク及びトロント証券取引所上場企業（ と販売代理契約
を締結し、今後も継続的にOEMアパレルなどの取り扱いを強化。

 5,000社との取引実績を活かし、防災関連製品の販売を強化。
 2011年8月期は前年比114.3％の売上を計画。

広告扱い高

前年比(％) 

2006年度 1.0

2007年度 0.3

2008年度 ▲8.5 

2009年度 ▲11.0 

2009年1月 ▲10.4 

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 

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 

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

2010年6月 5.1

2010年7月 20.6

2010年8月 ▲6.9 

2010年9月 2.5

2010年10月 7.5

2010年11月 7.8

2010年12月 5.2

2011年1月 11.3

2011年2月 5.4

出所：日経新聞
電通・南報堂２社合計

＇卖位：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%

※ 「Bluetooth® Silicone Keyboard」に関しては、第３四半期より製品分類として新設される「モバイル雑貨製品」の中に分類される予定です。
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今期の見通し＇エコ雑貨製品（

市況環境

深刻な地球温暖化は全世界的問題であり、CO2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。

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。
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。

今夏に見込まれる電力需給ギャップに対応するため、今夏はより一層のクールビズが
求められ、クールビズ関連製品について今まで以上の強いニーズが予想される。

チャレンジ25キャンペーン（右側※参照）では、CO2削減のために、具体的な6つの

アクションを提案。

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
キーワードは「身近でエコ」「エコでお得！」

団扇、扇子、小型扇風機といったエコな清涼グッズの製品販売を強化。
 2011年8月期は前年比118.8％の売上を計画。

※「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
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。

＇卖位：千円（

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%



今期の見通し＇ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品（

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。
 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

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。
 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。
今夏に見込まれる電力需給ギャップに対応するため、今夏はより一層のクールビズが求められ、クールビズ関連製品について

今まで以上の強いニーズが予想される。

今期の戦術

 バリューブランド「Leaffresh」を本格的に全国展開＇右記参照（、大手コンビニ、
GMS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。

 特にクールリフレッシュシリーズをはじめクールビズ関連製品の販売を重点的に
行う。

 更に、付加価値の高いマスカラをはじめとするビューティー雑貨の販売拡大を期す。
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※ 2010年８月期は「ヘルスケア雑貨製品」のみ
の数値になります。

＇卖位：千円（

2010年８月期 2011年８月期 前年比

ヘルスケア&ビューティ雑貨製品 1,280,853 847,749 66.2%



第３章

今後の成長戦略



 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

 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

 中国に現地法人である「上海多来多貿易有限公司」を本年２月に設立

線内は当社グループ生産拠点所在地

【一人当たり名目ＧＤＰ】

※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。

＇USﾄﾞﾙ（
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「アジア生産 ⇒ 中国市場」による新たな成長ステージへ
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ワールドワイド

 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

 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

線内は当社グループ生産拠点所在地

【一人当たり名目ＧＤＰ】

※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。

＇USﾄﾞﾙ（
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「alibaba.com」を通じた新たな海外販売展開

アリババ株式会社の提供する「アリババ ワールドパスポート」＇※1（を通じて世界最大級

企業間国際取引サイト「Alibaba.com」を利用し、より多くの国と地域の企業へ販売を展開

海外市場を取り込むため、
自社オリジナル雑貨製品のうち
特に海外でも需要の見込める以
下製品を中心に、海外卸売業者
へ販売する
○グッドデザイン賞受賞などの

デザイン性の高い雑貨
○和風デザインの雑貨
○より環境性の高いエコ雑貨

アリババ株式会社が提供する「アリババ
ワールドパスポート」サービスを通じ、
「Alibaba.com」を利用して世界190カ
国1,449万会員＇※2（への販売プロ
モーションを実施

更なる販売市場の拡大策として

※１：「アリババ ワールドパスポート」とは
「アリババ ワールドパスポート」とは、アリババ株式会社の提供に
よる、日本の中小企業や個人事業主が海外市場への販路開拓活動を
Alibaba.com上で実現できることを目的としたサービス。
Alibaba.comは、インターネット上の常設展示会であり、世界中から
の登録ユーザーは1,449万人で、その90％がバイヤーとなっており、
ユーザーはAlibaba.comに自社の商品や情報を紹介することで、世界
市場でのマーケティングや、新規販売先エリアの発掘にかかる情報
を取得することが可能。

※２：2010年９月末現在のAlibaba.comの会員数

目的 手段
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株式会社テー・オー・ダブリューとの業務提携

○現在4兆円とも言われるプロモーション市場の中でも、ノベルティグッズ＇販促商品、景品（領域
の売上拡大を重点課題と捉え、業務提携によるワンストップ体制を整備

○国内プロモーション業界最大手株式会社テー・オー・ダブリューとプロモーション事業において保
有するノウハウを共有化し、双方協力体制のもと、プロモーション事業の拡大を図る

プロモーション全域の企画制作からノベルティグッズの企画・製作まで、ワンストップサービ
ス提供を行うことが可能となり、両社にとって同領域における企画開発力・提案力・製作体
制の強化に繋げられる。

業務提携により・・・

イベント制作会社として、南覧会、展示
会、企業のＰＲを目的としたイベント、直
接的な販売促進を目的としたキャンペー
ンイベントなど多岐にわたる業務が可能
でプロモーション全体の企画・制作力

・プロモーション全体の企画・
制作力

ＴＯＷの強み

カスタムメイド製品やオリジナル製品の
企画・開発力、香港、中国、バングラデ
シュ、ベトナムにおける自社の拠点や提
携サプライヤーとのネットワーク、品質管
理のノウハウ

・製品の企画・開発力
・サプライヤーとのネットワーク
・品質管理ノウハウ

トランザクションの強み
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株主還元策及びＩＲ活動への取り組み

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１０％を確保

株主還元策の考え方

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IR活動を展開

適時・公正な開示に基づくIR活動



＜ご注意事項＞

本資料は株式会社トランザクションによって作成されたものです。

将来予想に関する記述については、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。予想と異なることがある点を認識された上でご利用ください。

投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧頂いた上で、投資家自身の判断で行うようにお願いします。

目論見書は、引受証券会社及びその委託販売先証券会社の全国の本店及び営業所で入手できます。

株式会社トランザクション

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル

TEL：03-5468-9033 / FAX：03-5468-8010


