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2019年9月期（通期）ハイライト

 流通総額・売上高過去最高

 主力のクロスボーダー部門の流通総額、売上高、営業利益過去最高

 営業投資有価証券売却益21億円計上

実績 前年比

流通総額 503億円 + 8.7%
売上高 252億円 + 11.0%
営業利益 17.0億円 + 11.4%
経常利益 17.1億円 △0.9%
親会社株主に帰属
する当期純利益 10.7億円 + 16.7%
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流通総額の推移

※1 流通総額はグループ各社の商品等の流通額を合算した金額です。商品代金を売上高に計上している事業については「売上高」を流通額として、
手数料のみを売上高に計上している事業については、「商品代金・送料・手数料・消費税」を流通額として取扱い、合算した金額を流通総額としております。
2017年3Qまでインターネット経由の商品流通のみを対象として計算し開示しておりましたが、卸売上やインターネット以外のチャネルでの
流通額の重要性が高まったため過去に遡求してリテール・ライセンス部門の流通総額を修正しております。

※2 インキュベーション事業には投資育成事業以外の収益化される前の新規事業の売上がありますが、金額が小さいためグラフ上表示されておりません。
※3 2017年12月から株式会社ネットプライスが連結から除外されております。（2017年11月まではリテール・ライセンス部門に含まれています。）
※4 2018年4月からJOYLAB株式会社（旧株式会社帝国酒販）が連結対象となっております。（バリューサイクル部門に含まれています。）

YoY
8.7%増

リテール・ライセンス

バリューサイクル

ク ロ ス ボ ー ダ ー

 全セグメントで拡大し、500億円を突破

YoY
6.0%増

YoY
16.1%増

YoY
6.6%増

（単位：百万円）
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売上高の推移

20,711

16,936

19,226

25,276
（単位：百万円）

YoY
11.0%増

インキュベーション

12,599
YoY

6.0%増

YoY
6.5%増

YoY
9.4%増

22,768
リテール・ライセンス

バリューサイクル

ク ロ ス ボ ー ダ ー

 過去最高の売上高を更新、全セグメントで増収

YoY
87.3%増
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売上総利益率と販管費の推移

※四半期ベースでは、賞与および賞与引当金は業績連動給のため人件費ではなくその他固定費に含めて表示しており、累計数値と年度の数値とは一致しません。
※FY2017よりリテールライセンス事業のその他固定費のうち、売上連動性の高い費用を変動費に変更いたしました。

（単位：百万円）

 ブランド・アパレル買取販売事業の高単価商品へのシフトにより粗利率が低下
販管費比率は同事業の広宣費抑制により低下
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営業利益の推移

調 整 額

YoY
11.4%増

 クロスボーダー部門が過去最高益を更新、営業投資有価証券の売却等もあり
連結でも過去最高益を達成

（単位：百万円）

インキュベーション

リテール・ライセンス

バリューサイクル

ク ロ ス ボ ー ダ ー



8

通期/FY2018
9月期末

通期/FY2019
9月期末

 前期末比

流動資産 13,312 16,407 3,094
現預金 5,920 5,175 △744
売掛金 812 2,527 1,715
営業投資有価証券 2,896 4,176 1,279
商品 1,840 2,689 849
固定資産 2,378 2,403 25
有形固定資産 459 417 △41
無形固定資産 507 454 △53
投資等 1,411 1,531 120
流動負債 5,692 8,159 2,466
買掛金 379 384 5
短期借入金 1,634 3,550 1,915
1年以内返済予定長期
借入金 8 0 △8

固定負債 207 480 272
純資産 9,791 10,171 380
総資産 15,691 18,811 3,120

連結：資産・負債の概況

・投資による増加：1772百万円

・売却による減少：△45百万円

・評価による減少：△228百万円

・為替変動：△219百万円

（単位：百万円）


★説明資料用（PL） (Q)



				単位：百万円				3Q/FY2018　　　		3Q/FY2019 　　　　　		前年同四半期比 ゼンネンドウシハンキヒ						単位：百万円				3Q/FY2018　　　		3Q/FY2019 　　　　　		前年同四半期比				単位：百万円				3Q/FY2018　　　		3Q/FY2019 　　　　　		前年同四半期比				Unit: Million JPY				3Q/FY2018　　　		3Q/FY2019 　　　　　		YoY

				　売上高 ウリアゲ ダカ				6,185,088,038		5,870,923,595		-5.08%						　売上高 ウリアゲ ダカ				6185000000		5870000000		△ 5.1%				　売上高 ウリアゲ ダカ				6185000000		5870000000		△ 5.1%				 Sales				6185000000		5870000000		△ 5.1%

				　売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				3,153,627,880		2,739,112,728		-13.14%						　売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				3153000000		2739000000		△ 13.14%				　売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				3153000000		2739000000		△ 13.1%				 Gross Profit				3153000000		2739000000		△ 13.1%

						　売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		50.99%		46.66%		 △ 4.33p 								　売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		51.0%		46.7%		 △ 4.3p 						　売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		51.0%		46.7%		 △ 4.3p 						 Gross Profit Ratio		51.0%		46.7%		 △ 4.3p 

				　販売費及び一般管理費 ハンバイ ヒ オヨ イッパン カンリヒ				2,851,528,908		2,796,666,837		-1.92%						　販売費及び一般管理費 ハンバイ ヒ オヨ イッパン カンリヒ				2851000000		2796000000		△ 1.9%				　販売費及び一般管理費 ハンバイ ヒ オヨ イッパン カンリヒ				2851000000		2796000000		△ 1.9%				 SG＆A				2851000000		2796000000		△ 1.9%

						　販管費率 ハン カン ヒ リツ		46.10%		47.64%		+1.53p								　販管費率 ハン カン ヒ リツ		46.1%		47.6%		+1.5p						　販管費率 ハン カン ヒ リツ		46.1%		47.6%		+1.5p						 SG＆A Ratio		46.1%		47.6%		+1.5p

				　営業利益 エイギョウ リエキ				302,098,972		(57,554,109)		-119.05%						　営業利益 エイギョウ リエキ				302000000		-57000000		-				　営業利益 エイギョウ リエキ				302000000		-57000000		-				 Operating Profit				302000000		-57000000		-

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.88%		－ 0.98%		 △ 5.865p 								　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.9%		-		-						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		4.9%		-		-						 Operating Profit Ratio		4.9%		-		-

				　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ				63,376,018		32,485,945		-48.74%						　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ				63000000		32000000		△ 48.7%				　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ				63000000		32000000		△ 48.7%				 Non-Operating Revenue				63000000		32000000		△ 48.7%

				　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ				17,144,114		38,530,955		124.75%						　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ				17000000		38000000		+124.7%				　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ				17000000		38000000		+124.7%				 Non-Operating Expense				17000000		38000000		+124.7%

				　経常利益 ケイジョウ リエキ				348,330,876		(63,599,119)		-118.26%						　経常利益 ケイジョウ リエキ				348000000		-63000000		-				　経常利益 ケイジョウ リエキ				348000000		-63000000		-				 Ordinary Profit				348000000		-63000000		-

						　経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		5.63%		－ 1.08%		 △ 6.715p 								　経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		5.6%		-		-						　経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		5.6%		-		-						　Ordinary Profit Ratio		5.6%		-		-

				　特別利益 トクベツ リエキ				0		0		-						　特別利益 トクベツ リエキ				0		0		-				　特別利益 トクベツ リエキ				-		-		-				 Extraordinary Profit				-		-		-

				　特別損失 トクベツ ソンシツ				41,558,715		0		-						　特別損失 トクベツ ソンシツ				41000000		0		-				　特別損失 トクベツ ソンシツ				-		-		-				 Extraordinary Loss				-		-		-

				　税金等調整前
　四半期純利益 ゼイキントウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ				348,330,876		(63,599,119)		-118.26%						　税金等調整前
　四半期純利益 ゼイキントウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ				348000000		-63000000		-				　税金等調整前
　四半期純利益 ゼイキントウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ				348000000		-63000000		-				Income before Taxes, etc.				348000000		-63000000		-

				　法人税等合計 ホウジンゼイトウ ゴウケイ				206,588,414		31,492,393		-84.76%						　法人税等合計 ホウジンゼイナド ゴウケイ				206000000		31000000		△ 84.8%				　法人税等合計 ホウジンゼイナド ゴウケイ				206000000		31000000		△ 84.8%				Total Income Taxes, etc.				206000000		31000000		△ 84.8%

				　非支配株主に帰属する
　四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				(16,003,837)		34,918,920		-318.19%						　非支配株主に帰属する
　四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				-16000000		34000000		-				　非支配株主に帰属する
　四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				-16000000		34000000		-				Profit attributable to non-controlling interests				-16000000		34000000		-

				  親会社株主に帰属する
  四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ヨン ハンキ ジュンリエキ				125,738,625		(60,172,592)		-147.86%						  親会社株主に帰属する
  四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ヨン ハンキ ジュンリエキ				125000000		-60000000		-				  親会社株主に帰属する
  四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ヨン ハンキ ジュンリエキ				125000000		-60000000		-				 Net profit attributable to owners of parent				125000000		-60000000		-

						   当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ		2.03%		△1.02%		 △ 3.058p 								   当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ		2.0%		-		-						   親会社株主に帰属する
   四半期純利益率 シ ハンキ ジュン リエキ リツ		2.0%		-		-						 Net profit attributable to owners of parent Ratio		2.0%		-		-



				　営業外収益　累計 エイギョウ ガイ シュウエキ ルイケイ				37,837,860		37837860.3

				　営業外費用　累計 エイギョウ ガイ ヒヨウ ルイケイ				8,805,121		8805121







★説明資料用（BS） (Q)



		単位：百万円		2Q/FY2019
3月末　　　　 ガツ マツ		3Q/FY2019
6月末　　　　 ガツ マツ		 前四半期末比 シ ハンキ マツ				単位：百万円		2Q/FY2019
3月末　　　　		3Q/FY2019
6月末　　　　		 前四半期末比				単位：百万円		2Q/FY2019
3月末　　　　		3Q/FY2019
6月末　　　　		 前四半期末比				Unit: Million JPY		4Q/FY2018
September 2018		1Q/FY2019
December 2018		QonQ

		流動資産		14,904,488,663		13,981,471,123		△ 923,017,540				流動資産		14904000000		13981000000		-923000000				流動資産		14904000000		13981000000		-923000000				 Current Asset		14904000000		13981000000		-923000000

		現預金		5,288,350,793		3,992,242,221		△ 1,296,108,572				現預金		5288000000		3992000000		-1296000000				現預金		5288000000		3992000000		-1296000000				 Cash and deposite		5288000000		3992000000		-1296000000

		売掛金		1,163,399,703		1,175,129,790		11,730,087				売掛金		1163000000		1175000000		11000000				売掛金		1163000000		1175000000		11000000				 Account Receivable		1163000000		1175000000		11000000

		営業投資有価証券 エイギョウ トウ シ ユウカ ショウケン		3,898,367,564		3,903,822,923		5,455,359						3898000000		3903000000		5000000				営業投資有価証券 エイギョウ トウ シ ユウカ ショウケン		3898000000		3903000000		5000000				 Operational Investment 
 Securities		3898000000		3903000000		5000000

		商品		2,616,680,900		2,721,114,232		104,433,332				商品		2616000000		2721000000		104000000				商品		2616000000		2721000000		104000000				 Products		2616000000		2721000000		104000000

		固定資産		2,352,557,728		2,363,572,461		11,014,733				固定資産		2352000000		2363000000		11000000				固定資産		2352000000		2363000000		11000000				 Fixed Assets		2352000000		2363000000		11000000

		有形固定資産		442,299,144		426,837,250		△ 15,461,894				有形固定資産		442000000		426000000		-15000000				有形固定資産		442000000		426000000		-15000000				 Tangible Assets		442000000		426000000		-15000000

		無形固定資産		485,871,425		458,669,660		△ 27,201,765				無形固定資産		485000000		458000000		-27000000				無形固定資産		485000000		458000000		-27000000				 Intangible Assets		485000000		458000000		-27000000

		投資等		1,424,387,158		1,478,065,550		53,678,392				投資等		1424000000		1478000000		53000000				投資等		1424000000		1478000000		53000000				 Investment etc.		1424000000		1478000000		53000000

		流動負債		7,925,414,793		7,173,900,241		△ 751,514,552				流動負債		7925000000		7173000000		-751000000				流動負債		7925000000		7173000000		-751000000				 Current Liabilities		7925000000		7173000000		-751000000

		買掛金		759,936,725		462,225,839		△ 297,710,886				買掛金		759000000		462000000		-297000000				買掛金		759000000		462000000		-297000000				 Account Payables		759000000		462000000		-297000000

		短期借入金		2,500,000,000		2,700,000,000		200,000,000				短期借入金		2500000000		2700000000		200000000				短期借入金		2500000000		2700000000		200000000				 Short-term Loan		2500000000		2700000000		200000000

		固定負債		204,612,716		205,127,234		514,518				固定負債		204000000		205000000		0				固定負債		204000000		205000000		0				 Fixed Liabilities		204000000		205000000		0

		純資産		9,127,018,884		8,966,016,109		△ 161,002,775				純資産		9127000000		8966000000		-161000000				純資産		9127000000		8966000000		-161000000				 Net Asset		9127000000		8966000000		-161000000

		自己株式 ジコカブシキ		(475,311,170)		(567,835,411)		△ 92,524,241				自己株式 ジコカブシキ		-475000000		-567000000		-92000000				自己株式 ジコカブシキ		-475000000		-567000000		-92000000						-475000000		-567000000		-92000000

		総資産		17,257,046,393		16,345,043,584		△ 912,002,809				総資産		17257000000		16345000000		-912000000				総資産		17257000000		16345000000		-912000000				 Total Asset		17257000000		16345000000		-912000000

				15693720380.2		16318457394.8023



				8117576805.14157		8117576805.14157

				3252922643		3252922643

				622783200.576528		622783200.576528

				1190068220		1190068220

				1069997343.1754		1069997343.1754

				210756179		210756179

				168073932.802063		168073932.802063

				691167231.373333		691167231.373333

				3336591037		3336591037

				362231288		362231288

				1076225000		1076225000

				20000000		20000000

				142000807		142000807

				0		0

				5708982304.05777		5708982304.05777

				9187574148.05777		9187574148.05777





★説明資料用（PL） (通期)



				単位：百万円				通期/FY2016		通期/FY2015		前期比 ゼンキヒ				単位：百万円				通期/FY2016		通期/FY2015		前期比				単位：百万円				通期/FY2016		通期/FY2015		前期比

				　売上高 ウリアゲ ダカ				19,226,513,557		16,936,004,135		13.52%				　売上高 ウリアゲ ダカ				19226000000		16936000000		+13.5%				　売上高 ウリアゲ ダカ				19226000000		16936000000		+13.5%

				　売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				10,044,936,711		8,867,961,683		13.27%				　売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				10044000000		8867000000		+13.20%				　売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				10044000000		8867000000		+13.2%

						　売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		52.25%		52.36%		 △ 0.116p 						　売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		52.2%		52.4%		 △ 0.1p 						　売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		52.2%		52.4%		 △ 0.1p 

				　販売費及び一般管理費 ハンバイ ヒ オヨ イッパン カンリヒ				8,844,471,073		7,683,175,076		15.11%				　販売費及び一般管理費 ハンバイ ヒ オヨ イッパン カンリヒ				8844000000		7683000000		+15.1%				　販売費及び一般管理費 ハンバイ ヒ オヨ イッパン カンリヒ				8844000000		7683000000		+15.1%

						　販管費率 ハン カン ヒ リツ		46.00%		45.37%		+0.64p						　販管費率 ハン カン ヒ リツ		46.0%		51.0%		+0.6p						　販管費率 ハン カン ヒ リツ		46.0%		51.0%		+0.6p

				　営業利益 エイギョウ リエキ				1,200,465,638		1,184,786,607		1.32%				　営業利益 エイギョウ リエキ				1200000000		1184000000		+1.3%				　営業利益 エイギョウ リエキ				1200000000		1184000000		-

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.24%		7.00%		 △ 0.752p 						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.2%		7.0%		 △ 0.8p 						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.2%		7.0%		 △ 0.8p 

				　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ				58,149,508		6,631,911		776.81%				　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ				58000000		6000000		+776.8%				　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ				58000000		6000000		+776.8%

				　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ				47,039,535		42,931,851		9.57%				　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ				47000000		42000000		+9.6%				　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ				47000000		42000000		+9.6%

				　経常利益 ケイジョウ リエキ				1,211,575,611		1,148,486,667		5.49%				　経常利益 ケイジョウ リエキ				1211000000		1148000000		+5.4%				　経常利益 ケイジョウ リエキ				1211000000		1148000000		-

						　経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		6.30%		6.78%		 △ 0.480p 						　経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		6.3%		6.8%		+6.5p						　経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		6.3%		6.8%		+6.5p

				　特別利益 トクベツ リエキ				0		252,669,581		-100.00%				　特別利益 トクベツ リエキ				0		252000000		△ 100.0%				　特別利益 トクベツ リエキ				0		252000000		△ 100.0%

				　特別損失 トクベツ ソンシツ				0		163,418,051		-100.00%				　特別損失 トクベツ ソンシツ				0		163000000		△ 100.0%				　特別損失 トクベツ ソンシツ				0		163000000		△ 100.0%

				   当期純利益 トウキ ジュンリエキ				940,578,850		898,339,391		4.70%				   当期純利益 トウキ ジュンリエキ				940000000		898000000		+4.7%				   当期純利益				940000000		898000000		-

						   当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ		4.89%		5.30%		 △ 0.41p 						   当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ		4.9%		5.3%		 △ 0.4p 						   当期純利益率		4.9%		5.3%		 △ 0.4p 







★説明資料用（BS） (通期)



		単位：百万円		通期/FY2018
9月期末　　 ツウキ ガツ キマツ		通期/FY2019
9月期末　　 ツウキ ガツ キマツ		 前期末比 キ マツ				単位：百万円		通期/FY2018
9月期末　　		通期/FY2019
9月期末　　		 前期末比						通期/FY2018
9月期末　　		通期/FY2019
9月期末　　		 前期末比				Unit:Million yen		FY2017		FY2016		YonY

		流動資産		13,312,752,552		16,407,315,724		3,094,563,172				流動資産		13312000000		16407000000		3094000000				流動資産		13312000000		16407000000		3094000000				 Current Asset		13312000000		16407000000		3094000000

		現預金		5,920,068,651		5,175,775,332		△ 744,293,319				現預金		5920000000		5175000000		-744000000				現預金		5920000000		5175000000		-744000000				 Cash and deposite		5920000000		5175000000		-744000000

		売掛金		812,851,298		2,527,865,376		1,715,014,078				売掛金		812000000		2527000000		1715000000				売掛金		812000000		2527000000		1715000000				 Account Receivable		812000000		2527000000		1715000000

		営業投資有価証券 エイギョウ トウ シ ユウカ ショウケン		2,896,984,747		4,176,825,431		1,279,840,684						2896000000		4176000000		1279000000				営業投資有価証券 エイギョウ トウ シ ユウカ ショウケン		2896000000		4176000000		1279000000				 Operational Investment 
 Securities		2896000000		4176000000		1279000000

		商品		1,840,210,397		2,689,382,021		849,171,624				商品		1840000000		2689000000		849000000				商品		1840000000		2689000000		849000000				 Products		1840000000		2689000000		849000000

		固定資産		2,378,409,785		2,403,970,800		25,561,015				固定資産		2378000000		2403000000		25000000				固定資産		2378000000		2403000000		25000000				 Fixed Assets		2378000000		2403000000		25000000

		有形固定資産		459,323,916		417,882,950		△ 41,440,966				有形固定資産		459000000		417000000		-41000000				有形固定資産		459000000		417000000		-41000000				 Tangible Assets		459000000		417000000		-41000000

		無形固定資産		507,781,698		454,596,466		△ 53,185,232				無形固定資産		507000000		454000000		-53000000				無形固定資産		507000000		454000000		-53000000				 Intangible Assets		507000000		454000000		-53000000

		投資等		1,411,304,171		1,531,491,383		120,187,212				投資等		1411000000		1531000000		120000000				投資等		1411000000		1531000000		120000000				 Investment etc.		1411000000		1531000000		120000000

		流動負債		5,692,326,542		8,159,091,764		2,466,765,222				流動負債		5692000000		8159000000		2466000000				流動負債		5692000000		8159000000		2466000000				 Current Liabilities		5692000000		8159000000		2466000000

		買掛金		379,240,952		384,508,577		5,267,625				買掛金		379000000		384000000		5000000				買掛金		379000000		384000000		5000000				 Account Payables		379000000		384000000		5000000

		短期借入金		1,634,200,000		3,550,000,000		1,915,800,000				短期借入金		1634000000		3550000000		1915000000				短期借入金		1634000000		3550000000		1915000000				 Short-term Loan		1634000000		3550000000		1915000000

		1年以内返済予定長期借入金		8,880,000		0		△ 8,880,000				1年以内返済予定長期借入金		8000000		0		-8000000				1年以内返済予定長期
借入金		8000000		0		-8000000				Current Portion of Long-term Loans Payable		8000000		0		-8000000

		固定負債		207,787,488		480,724,107		272,936,619				固定負債		207000000		480000000		272000000				固定負債		207000000		480000000		272000000				 Fixed Liabilities		207000000		480000000		272000000

		純資産		9,791,048,307		10,171,470,654		380,422,347				純資産		9791000000		10171000000		380000000				純資産		9791000000		10171000000		380000000				 Net Asset		9791000000		10171000000		380000000

		総資産		15,691,162,337		18,811,286,526		3,120,124,189				総資産		15691000000		18811000000		3120000000				総資産		15691000000		18811000000		3120000000				 Total Asset		15691000000		18811000000		3120000000



				8117576805.14157		8117576805.14157

				3252922643		3252922643

				622783200.576528		622783200.576528

				1190068220		1190068220

				1069997343.1754		1069997343.1754

				210756179		210756179

				168073932.802063		168073932.802063

				691167231.373333		691167231.373333

				3336591037		3336591037

				362231288		362231288

				1076225000		1076225000

				20000000		20000000

				142000807		142000807

				0		0

				5708982304.05777		5708982304.05777

				9187574148.05777		9187574148.05777





★説明資料用（PL）



				単位：百万円				1Q/2015
（10-12） 　　　　　		4Q/2014
（7-9） 　　　　　		前四半期比 ゼンシハンキヒ				単位：百万円				1Q/2015
（10-12） 　　　　　		4Q/2014
（7-9） 　　　　　		前四半期比

				　売上高 ウリアゲ ダカ				4,201,840,498		3,451,000,000		21.76%				　売上高 ウリアゲ ダカ				4201840498		3451000000		+21.7%

				　売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				2,263,871,491		1,674,000,000		35.24%				　売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				2263000000		1674000000		+35.2%

						　売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		53.878%		48.500%		+5.38p						　売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		53.8%		48.5%		+5.4p

				　販売費及び一般管理費 ハンバイ ヒ オヨ イッパン カンリヒ				1,742,877,584		1,749,000,000		-0.35%				　販売費及び一般管理費 ハンバイ ヒ オヨ イッパン カンリヒ				1742000000		1749000000		△ 0.3%

						　販管費率 ハン カン ヒ リツ		41.479%		50.600%		 △ 9.12p 						　販管費率 ハン カン ヒ リツ		41.4%		50.6%		 △ 9.1p 

				　営業利益 エイギョウ リエキ				520,993,907		(75,000,000)		-794.66%				　営業利益 エイギョウ リエキ				520000000		-75000000		-

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		12.399%		△ 2.100%		+14.50p						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		12.3%		△ 2.10%		+14.5p

				　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ				1,798,607		5,000,000		-64.03%				　営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ				1000000		5000000		△ 64.0%

				　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ				12,409,533		42,000,000		-70.45%				　営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ				12000000		42000000		△ 70.4%

				　経常利益 ケイジョウ リエキ				510,382,981		(112,000,000)		-555.70%				　経常利益 ケイジョウ リエキ				510000000		-112000000		-

						　経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		12.147%		△ 3.200%		+15.35p						　経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		12.1%		△ 3.2%		+15.3p

				　特別利益 トクベツ リエキ				25,730,843		1,000,000		2473.08%				　特別利益 トクベツ リエキ				25000000		1000000		+2473.0%

				　特別損失 トクベツ ソンシツ				590,007		30,000,000		-98.03%				　特別損失 トクベツ ソンシツ				0		30000000		-

				   当期純利益 トウキ ジュンリエキ				385,248,268		-182,000,000 		-311.67%				   当期純利益 トウキ ジュンリエキ				385000000		-182000000		-

						   当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ		9.169%		△ 5.200%		+14.369p						   当期純利益率 トウキ ジュン リエキ リツ		9.1%		△5.2%		+14.4p







★説明資料用（BS）



		単位：百万円		1Q/2015 末　　　 マツ		4Q/2014 末　　　 マツ		前四半期比 ゼン シ ハンキ ヒ				単位：百万円		1Q/2015 末　　　		4Q/2014 末　　　		前四半期比 ゼン シ ハンキ ヒ

		流動資産		7,445,304,089		6,692,098,075		753,206,014				流動資産		7437000000		6692000000		753000000

		現預金		2,659,049,559		2,457,537,517		201,512,042				現預金		2659000000		2457000000		201000000

		売掛金		841,004,177		525,684,376		315,319,801				売掛金		765000000		525000000		315000000

		営業投資有価証券 エイギョウ トウ シ ユウカ ショウケン		1,656,906,785		1,574,608,258		82,298,527				営業投資有価証券 エイギョウ トウ シ ユウカ ショウケン		1656000000		1574000000		82000000

		商品		972,015,908		844,249,399		127,766,509				商品		972000000		844000000		127000000

		固定資産		1,066,851,174		1,014,161,186		52,689,987				固定資産		1064000000		1014000000		52000000

		有形固定資産		66,107,060		72,071,195		△ 5,964,135				有形固定資産		66000000		72000000		-5000000

		無形固定資産		346,160,094		281,667,878		64,492,216				無形固定資産		346000000		281000000		64000000

		投資等		654,584,019		660,422,113		△ 5,838,094				投資等		652000000		660000000		-5000000

		流動負債		3,360,343,515		3,078,866,009		281,477,506				流動負債		3352000000		3078000000		281000000

		買掛金		412,240,884		301,802,583		110,438,301				買掛金		412000000		301000000		110000000

		短期借入金		1,069,200,000		1,004,704,000		64,496,000				短期借入金		1069000000		1004000000		64000000

		1年以内返済予定長期借入金		20,000,000		20,000,000		0				1年以内返済予定長期
借入金		20000000		20000000		0

		固定負債		69,524,481		69,397,269		127,212				固定負債		69000000		69000000		0

		長期借入金		10,000,000		10,000,000		0				長期借入金		10000000		10000000		0

		純資産		5,082,287,266		4,557,995,984		524,291,283				純資産		5080000000		4557000000		524000000

		総資産		8,512,155,262		7,706,259,261		805,896,001				総資産		8502000000		7706000000		805000000







2019年7月～2019年9月
02.第４四半期決算の概要
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連結流通総額

 YoYで7.8％増

※ 流通総額はグループ各社の商品等の流通額を合算した金額です。商品代金を売上高に計上している事業については「売上高」を流通額として、手数料のみを
売上高に計上している事業については、「商品代金・送料・手数料・消費税」を流通額として取扱い、合算した金額を流通総額としております。

YoY
7.8%増

12,731

（単位：百万円）
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連結流通総額（セグメント別）

※ 流通総額はグループ各社の商品等の流通額を合算した金額です。商品代金を売上高に計上している事業については「売上高」を流通額として、手数料のみを
売上高に計上している事業については、「商品代金・送料・手数料・消費税」を流通額として取扱い、合算した金額を流通総額としております。

リテール・ライセンス

バリューサイクル

ク ロ ス ボ ー ダ ー

インキュベーション

YoY
3.2%増

YoY
8.1%減

YoY
19.6%増

 クロスボーダー部門がYoYで19.6%増加 （単位：百万円）

12,731
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連結売上高

7,715

 四半期での売上高としては過去最高

YoY
29.2%増

（単位：百万円）
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連結売上高（セグメント別）

リテール・ライセンス

バリューサイクル

ク ロ ス ボ ー ダ ー

インキュベーション

YoY
3.2%増

YoY
6.5%減

YoY
14.7%増

 営業投資有価証券の売却が大きく増収に寄与、クロスボーダー部門も
YoYで14.7％増 （単位：百万円）

7,715

YoY
299%増
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連結営業損益

調 整 額

インキュベーション

E コ マ ー ス

 営業投資有価証券の売却益計上で大幅増益

YoY
191%増

（単位：百万円）
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Eコマース事業営業損益（セグメント別）

リテール・ライセンス

バリューサイクル

ク ロ ス ボ ー ダ ー

 バリューサイクル部門が広告宣伝費を中心に販管費を効率化し
YoYで65.5%増益

YoY
15.3%増

YoY
65.5%増

YoY
1.3%増

（単位：百万円）
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連結売上総利益率と連結販管費（率）

※四半期ベースでは、賞与および賞与引当金は業績連動給のため人件費ではなくその他固定費に含めて表示しております。
※FY2017よりリテール・ライセンス事業のその他固定費のうち売上連動性の高い費用を変動費に変更いたしました。

YoY
0.2%減

YoY
4.2%減

YoY
24.0%増

YoY
4.8%増

YoY
6.8%増

（単位：百万円） 営業投資有価証券の売却益計上により粗利率が上昇
ブランド・アパレル買取販売事業の広宣費圧縮により販管費比率は低下
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流通総額＆売上高

セグメント利益

流通総額

売上高

YoY
14.7%増

セグメント別損益（クロスボーダー部門）

YoY
19.6%増

YoY
15.3%増

 キャンペーン、マーケティング施策が奏功しYoYで流通総額、売上高、
セグメント利益がいずれも増加

（単位：百万円）
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セグメント別損益（クロスボーダー部門の流通総額・売上内訳）

YoY
12.2%増

流通総額 売上高
Take Rate 
(売上高÷流通総額)【From Japan 】

【To Japan 】 流通総額 売上高 Take Rate 
(売上高÷流通総額)

 From Japan, To JapanともにYoYで大幅に増加
take rate の変動は、本決算に伴う会計処理の影響による一時的な変動

YoY
21.0%増

YoY
14.2%増

YoY
20.9%増

（単位：百万円）
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売上高

セグメント利益

セグメント別損益（バリューサイクル部門）
 粗利率の低下があったものの売上増と広告宣伝費を中心に

販管費を効率化し65.5%増益
（単位：百万円）

YoY
3.2%増

YoY
65.5%増
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流通総額＆売上高

セグメント利益

流通総額

売上高

セグメント別損益（リテール・ライセンス部門）
 エンターテイメント事業に季節性があり、イベント開催数が少なく減収、赤字

YoY
8.1%減

YoY
6.5%減

（単位：百万円）
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セグメント別損益（インキュベーション事業）

売上高

セグメント利益

 含み益の顕在化方針に沿い、営業投資有価証券複数銘柄の
売却を実施し増収増益

（単位：百万円）

YoY
299%増

YoY
298%増



03. FY2020の見通し

代表取締役社長兼グループCEO 直井 聖太
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トピック

FY2020の業績予想を開示
FY2019

FY2020

来期以降は、状況に応じて開示の是非について判断。

FY2021以降

業績予想非開示、経営指標のひとつである流通総額を参考として発表。

インキュベーション事業において、売上（売却益）の発生時期及び金額を見積もり発表することが
合理的ではないと判断しているため。
新規事業への積極的な取り組みを重要戦略として計画しているが、その投資の時期や金額の規模については、
機動的に判断していくため。

業績予想開示。

2019年4月から2020年3月までの１年間で、インキュベーション事業の含み益を20％顕在化させる方針を
決定したことから、2020年9月期は、業績予想を開示することとした。
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FY2019ハイライト・FY2020業績予想

FY2019
（実績）

FY2020
（業績予想） YoY

流通総額

売上高

営業利益 30億円17億円

252億円

510億円503億円

260億円

75.7％増

2.9％増

1.3％増
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FY2020の営業利益

FY2019
（実績）

FY2020
（業績予想） YoY

連結

Eコマース
事業

クロスボーダー
部門 11.4億円7.2億円

7.8億円

30.0億円17.0億円

14.3億円

57.5％増

84.2％増

75.7％増
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FY2020の業績予想・営業利益

連結

84.2％増

75.7％増

Eコマース事業

中核事業であるEコマース事業の収益力強化

クロスボーダー 57.5％増

17.0億円

14.0

7.2

0.6

△0.0

30.0億円

バリューサイクル

18.0

1.9
1.0

11.4

リテール・ライセンス

クロスボーダー

インキュベーション

バリューサイクル

リテール・ライセンス

クロスボーダー

インキュベーション
インキュベーション事業 28.3％増
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利益還元の状況と方針

期末配当予想は、増配に修正

1株あたり配当金（円）
配当総額 配当性向

第２四半期末 期末 合計

FY2016 00円00銭 13円00銭 13円00銭 158百万円 16.7%

FY2017 5円00銭
記念配当※ 13円00銭 18円00銭 221百万円 21.8%

FY2018 00円00銭 13円00銭 13円00銭 158百万円 17.2%
FY2019

（前回予想） 00円00銭 13円00銭 13円00銭 - -
FY2019

（今回修正予想） 00円00銭 18円00銭 18円00銭 - -

※東証一部市場変更記念配当

取得株数 発行済み株式数に
対する割合 取得総額 配当と合わせた

総還元性向

FY2018 10万株 0.8% 145百万円 32.9%

FY2019

21万株 1.7% 288百万円

-5.5万株 0.5% 92百万円

26.5万株 2.2% 380百万円計

■配当

■自己株式の取得
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４

Eコマース事業

国内マーケットプレイス

・クロスボーダーEC

・出店サポート

連携中

当社投資先

など

など

など

日本と世界を繋ぐ「グローバルプラットフォーマー」としての
取り組みを加速化

Eコマース

メーカー

海外マーケットプレイス
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Shopeeについて

台湾・東南アジア最大級のECモール「Shopee」

*2018年度実績

7
か国に展開中

2億+
アプリダウンロード数

9,000+
従業員

1,000万+
SNSフォロワー数

103億+
USD､総流通総額
(GMV)

1,200万+
11.11セール
1日のオーダー数

台湾

タイ

ベトナム

フィリピン

インドネシア

マレーシア

シンガポール

Shopee進出国
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インキュベーション事業

台湾・東南アジア最大級のECモール「Shopee」と戦略的業務連携、
Shopeeのパートナーとして、日本企業の出店をサポート

第一弾として、エヴァンゲリオン公式通販サイト「EVANGELION STORE」の出店をサポート

Shopee Taiwanのトップページ Shopee Taiwanの特設ページ

注力カテゴリーである「コンテンツ」関連の取り組み強化
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Eコマース事業

グローバル展開を視野にジャパニーズコンテンツを商品化、
IP（知的財産）の価値向上と収益の最大化を狙う

海外日本

海外本格展開開始
台湾・香港を中心に約3万個販売

累計86万個販売
約30SKUの商品をリリース

台湾

中国

香港

販売店舗、94店舗に拡大

越境ECで販売開始

18店舗で販売開始
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インキュベーション事業

海外現地における認知拡大をサポート、海外イベントを企画・運営

名場面パネル ショップARフォトレーム 原画展示

エヴァンゲリオングッズイベントを台北市にて開催（10月末）

会場の様子
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インキュベーション事業/新規事業

SaaS型モバイルオーダー・決済サービス「narabee」、
11月より開始

テクノロジーでエンターテインメントをよりスマートに楽しめるソリューションを提供
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インキュベーション事業/新規事業

イベント市場規模イベント会場の物販行列イメージ

・イベント市場規模は 17 兆 3,510 億円（前年104.2％）

・イベント来場者の消費金額は 7 年連続伸長

※出発前、交通費、宿泊費、会場外、イベント後を含む

17.3兆円
16.6兆円

※一般社団法人日本イベント産業振興協会

アーティスト・アイドルのライブ会場におけるイベントグッズの販売から開始、
アプリも近々展開予定
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インキュベーション事業/新規事業

「narabee」利用手順

3 STEP
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インキュベーション事業/投資

FY2019～直近の投資先の主なトピックス

社名 事業領域 トピック 発表月

Tokopedia インドネシア最大の
オンラインマーケットプレイス 11億米ドル（約1,240億円）の資金調達 2018年12月

Zilingo
東南アジアの
ファッション・美容商品のオンライン
マーケットプレイス

2億2,600万米ドル（約250億円）の資金調達 2019年2月

NoBroker インドの
オンラインC2C不動産マーケットプレイス 51百万米ドル（約55億円）の資金調達 2019年6月

Iyzico トルコNo.1のオンライン決済サービス
「Naspers（ナスパーズ）」の子会社でフィン
テック事業を統括する「PayU（ペイユー）」に
売却

2019年6月

RAENA
東南アジアの
インフルエンサーコマースプラットフォーム 180万米ドル（約1億9,500万円）の資金調達、

当社も出資 2019年7月

NoBroker
インドの
オンラインC2C不動産マーケットプレイス 5,000万米ドル（約54億円）の資金調達 2019年10月
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131
億円

216
億円

211
億円

20億円

28億円 38億円 41億円

営業投資有価証券の時価評価

【時価評価の計算方法】
上場銘柄：2019年3月末時点の市場価格
未上場銘柄：直近の取引価格（新株発行価格）に当社持分を乗じて算定した金額
を合計したものです。当社が投資損益引当金を計上している銘柄については簿価
にて算定しております。当該金額は、当社の試算に基づく金額であり、監査法人
の監査を受けておりません。
【今後の開示方針】
原則として半期毎（9月末、3月末）に時価情報を継続的に開示してまいります。
また、それ以外のタイミングでも売却等によって直近時価情報を開示すべきと判
断する場合には適時開示してまいります。

時価評価額
254億円

159億円

含み益のうち
20％

顕在化の方針

売却益
含み益
簿価

時価評価額

252億円

時価評価額
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営業投資有価証券の売却方針

残り約23億円の顕在化
を進める

適宜売却予定

2019年3月末の含み益20％程
度（約43億円）を顕在化させ、

資源再配分
約20億円を顕在化

2019年9月末当初の方針

2020年3月末まで その後
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FY2020の方針

連結営業利益は、前年比75.7%増の30億円の予想。

Eコマース事業の営業利益は前年比84.2％増、
その中でもクロスボーダー部門は57.5％増の予想。

営業投資有価証券の売却は方針通り達成見込み。
その後も適宜売却予定。

1

2

3

2



市場データ
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世界（日本、アメリカ、中国）の越境EC市場規模

出所：Alizila,Jan2017
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主要国間の越境EC市場規模

出所：経済産業省「平成30年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」（2019年）を参考に作成

米国 → 日本 日本 → 米国 日本 → 中国

（単位：億円）
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訪日外国人旅行者の増加がもたらす影響

出所：アンケート調査に基づき観光庁作成 (2017)
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リユース市場の市場規模

出所：（株）リフォーム産業新聞社『リサイクル通信 中古市場データブック2018』推計を基に当社集計

（単位：億円）
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海外コンテンツ産業の市場規模

1ドル=108円で換算

（単位：兆円）

出所：RolandBerger調査
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日本のアニメ市場の推移

出所：日本動画協会実施アンケートや各種統計発表などから算出

（単位：億円）



参考資料
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主な投資先のポートフォリオ一覧

新興国 その他
インド 東南アジア・他 アメリカ 日本 その他

10％
以上

5～10％

0.5～5％

出資比率

出資地域

トルコ フィリピン

インドネシア

ベトナム アフリカ諸国

タイ バングラデシュ

※譲渡契約締結済
トルコ

フィリピン

2019年9月末時点
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クロスボーダー部門：流通総額と為替レート推移

From Japan

To Japan
為替レート（米ドル/円）
四半期毎の平均レート
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インキュベーション事業：概況

今後成長が見込まれる中国以外のアジア新興国への投資を継続

Ｂ２Ｃ オンラインマーケットプレイス 2013年1月出資

自動車売買オンラインマーケットプレイス 2014年7月出資

オンラインストアソリューション 2014年10月出資

価格比較サービス 2015年4月出資

モバイルファッションマーケットプレイス 2015年12月出資

オンラインC2C不動産マーケットプレイス 2016年2月出資

在宅健康診断マーケットプレイス 2016年8月出資

間接資材マーケットプレイス 2016年12月出資

Ｃ２Ｃオンラインマーケットプレイス 2012年4月出資

モバイルオンデマンドプラットフォーム 2018年3月出資

Ｂ２Ｂマーケットプレイス 2016年6月出資

価格比較サービス（トルコ） 2013年5月出資

オンライン決済サービス （トルコ） 2013年6月出資

オンラインマーケットプレイス（ベトナム） 2014年12月出資

オンライン決済サービス（フィリピン） 2015年1月出資

オンライン送金サービス（フィリピン） 2014年7月出資

モバイルマネー（アフリカ諸国） 2014年1月出資

ファッションマーケットプレイス（タイ） 2016年8月出資

モバイル決済サービス（バングラデシュ） 2017年6月出資

インド

インドネシア

その他

中国の次の市場
（ネクストチャイナ）が

主な対象市場

（2019年4Q以降売却予定）
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グループ事業の概況

tenso
日本のECサイトの商品を海外ユーザーに発送代行す
る「転送コム」と翻訳、決済代行も行う代理購入
サービス「Buyee」を運営

ショップエアライン
世界最大のオークションサイトeBayとの提携により、
世界中の商品を日本にいながら購入できる「セカイ
モン」を運営。

デファクトスタンダード
ブランド、アパレル、アクセサリーなどをお客様から
ネットを通じて買取り、メンテナンス後ネットオーク
ション等のチャネルを通じてセカンダリー販売する
「ブランディア」を運営。

JOYLAB
国内６店舗の酒類買取専門店「JOY LAB(ジョイラ
ボ）」を運営し、買取った酒類を自社ECサイトや国
内大手ECモールで販売。

BeeCruise
BEENOSグループの強みである「経験値」「ネットワー
ク」「データの蓄積」とテクノロジーを駆使し、既存
事業の成長の加速化と新規事業の開発を行う。

BEENOS Asia
新興国市場への投資及び統括の拠点とする
シンガポール法人。

BEENOSPartners
米国のスタートアップ企業に対する
投資事業を展開。

オープンネットワークラボ
世界進出を視野に入れグローバルに活躍することを
目標にインターネットを利用したビジネスでの起業
を志すエンジニアや起業家を育成・支援。

BEENOS Plaza
インドネシアのスタートアップ企業に投資を行う
インドネシア法人。

持
分
法
適
用
会
社

モノセンス
タレントやアニメライセンスを用いた「商品企画」
「商品プロモーション」「販路・流通の拡大」をサ
ポート。アーティストグッズの公式サイトも展開。

連
結
子
会
社

FASBEE
グローバルファッションECサイト「FASBEE」を運営。
日本のアパレル商品を海外消費者に販売。日本のアパ
レルブランドを世界に拡げることを目指す。

連
結
子
会
社

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー

バ
リ
ュ
ー
サ
イ
ク
ル

リ
テ
ー
ル
ラ
イ
セ
ン
ス

Eコマース事業 インキュベーション事業
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