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PLANET Letter
中間期の概要
2006年8月1日～2007年1月31日

■企業情報

■会社名 株式会社プラネット
■英文社名 PLANET, INC.
■主な事業内容 EDI基幹プラットフォームの構築・提供・運用
■本社 東京都港区海岸3‐26‐1　バーク芝浦
■設立 1985年8月1日
■資本金 4億3,610万円（2007年1月31日現在）
■従業員数 35名（2007年1月31日現在）
●URL http://www.planet-van.co.jp

■取締役及び監査役（2007年1月31日現在）
　代表取締役社長 玉生　弘昌
　取締役副社長 井上　美智男
　専務取締役 石橋　光男
　取締役 黒岩　昭雄
　取締役 藤重　貞慶
　取締役 石井　貞行
　常勤監査役 池井　邦信
　監査役 山縣　孝弘

株主メモ

■事業年度 ： 8月1日から翌年の7月31日まで
■定時株主総会 ： 10月に開催します。
■基準日 ： 定時株主総会の議決権7月31日
  期末配当金7月31日
  中間配当金1月31日
■公告の方法 ： 日本経済新聞

※決算公告に代えて、貸借対照表、損益計算
書はEDINET（証券取引法に基づく有価証券
報告書の開示書類に関する電子開示システ
ム）にて開示しております。

■執行役員（2007年1月31日現在）
　執行役員社長 玉生　弘昌
　執行役員副社長 井上　美智男
　執行役員専務 石橋　光男
　執行役員常務 染谷　実
　執行役員 長井　求
　執行役員 黒岩　昭雄
　執行役員 田上　正勝
■監査法人 明和監査法人

■株主名簿管理人 ： 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
  三菱UFJ信託銀行株式会社
■同事務取扱場所 ： 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
  三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
■同連絡先 ： 〒137-8081
  東京都江東区東砂七丁目10番11号
  三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
  電話0120-232-711（フリーダイヤル）
■同取次所 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店
  野村證券株式会社　全国本支店

バーク芝浦12階
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当中間期の業績は、計画どおり順調に推移いたし

ました。2007年1月中間期の業績につきましては、

売上高1,208百万円（前年同期比5.8%増）、経常

利益227百万円（前年同期比0.7%増）、中間純利益

148百万円（前年同期比13.4%増）となりました。

当社の主要サービスである「基幹EDIサービス」につ

いては、利用率のさらなる向上を図ると同時に、利用業

界の拡大をめざして、ペット関連、理美容、大衆薬業界

トップインタビュー

代表取締役社長

玉生　弘昌■ 当中間期の成果

本資料の記載内容のうち、歴史的事実でないものは将来に関する見通しおよび計画に基づいた予測です。

これらの将来予測には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績などは記載の見通しとは異なる可能性があります。
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財務ハイライト
●売上高

当社の主要サービスである「基幹EDIサービス」については、「EDI

がわかる本」等の販売促進ツールを制作活用して、各業界への普及

促進を積極的に行いました。その結果、EDI通信処理量をほぼ計

画どおりに増加させることができました。

この結果、当中間期間の売上高は、1,208百万円（前年同期比5.8%

増）、営業利益は219百万円（前年同期比0.7%減）となりました。
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●経常利益

将来へ向けての重要な布石とするべく、小売業も含めたユーザー

のさまざまなニーズに対応可能な情報インフラとしての体制を整

えるために、次世代EDIやGDS（国際的な商品情報同期化システム）

などに関する積極的な先行投資を行い、併せて小売業向けの広告

宣伝を増やしました。

この結果、経常利益は227百万円（前年同期比0.7%増）、中間純

利益は148百万円（前年同期比13.4%増）となりました。

等への普及促進を進めました。その結果、EDI通信処

理量をほぼ計画通りに増加させることができました。

国際標準に準拠した次世代型インターネットEDI

「SMOOTHEDI」については、花王販売に引き続き、

2006年12月、ライオンでも導入が開始しました。

「SMOOTHEDI」は、データ交換速度の大幅アップに

より通信時間・通信費が低減し、ユーザー様に大きな

優位性をもたらすサービスです。お客様のシステムに

よって対応力に差があるため、一斉にというわけには

いかないのが現状ですが、引き続き普及へ向けての活

動を継続していきます。

情報系サービスである「バイヤーズネット」について

は、積極的な営業・普及活動を進め、各流通段階で認知

が広がってきました。また、メーカー・卸売業・小売業

を結ぶマーケティングネットワークとしての本格的利

用に向けてさらなる機能強化を図り、「商品マスタ登

録支援サービス」「販売レポートサービス」などの導入

実績を増やしました。

小売業界ではまだEDIが浸透していませんが、経済

産業省の流通システム標準化事業でのEDI実証実験、

GDS（Global Data Synchronization=国際的な商

品情報の同期化）実証実験等、標準化に向けての取組

みが行われています。当社もこれらのプロジェクトに

参加し、新技術の習得と新規分野進出の足がかりとし

ています。また小売業については、キリン堂やスギ薬

局などに商品マスタの供給を始めており、小売店EDI

の本格展開が始まった際には、即参入できる状況にあ

ります。
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業績は順調に推移しておりますが、次の展開に向けて

投資するべき時と考え、今期はあえて増収減益計画を発

表しております。下半期はとくに教育に力を入れていき

ます。EDIは人と人とのつながりから始まるサービスで

あり、社員にはビジネスマンとして成長してもらうことが

必要です。今春には、産業能率大学と協働して作成した

社員教育プランをスタートします。

ITの急速な進展により、マーケットリサーチは激変し

ました。なかでも市場調査は、10年前に比べて大幅に安

価で、速く行えるようになっています。そのような環境

の中、プラネットは「事務合理化ネットワーク」から「マー

ケティングネットワーク」への飛躍を目指し、システム面

からだけでなく、営業やマーケティングの観点からもお

客様をサポートしていきます。それに向けて、今夏には「新

マーケティングセミナー」を開催する予定です。

プラネットのサービスは、業界のインフラストラク

チャー構築・運用を通じて業務の効率化に貢献することで

あり、堅実で安定したリスクの少ないビジネスモデルを

作り上げています。プラネットの経営がフェアで透明性

のあるものでない限り、業界の競争会社各社から出資を

得ているという仕組みは成り立ちません。ユーザーの増

加に伴って料金を見直し、過去6回値下げを行いました。

安定・継続してサービスを提供することはプラネットの社

会的責任であり、これからも、インフォメーション・オー

ガナイザーとして「安全、忠実、標準、継続かつ安価」とい

う要件を追求していきます。

現在のところ資金需要はありませんが、配当性向を高

めるということは常に念頭においております。今後とも

プラネットの経営活動にご注目いただき、一層のご理解

を賜りますよう、お願い申し上げます。
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※2005年9月20日付をもって普通株式1株につき 
　2株の株式分割を行っております。 

※ 
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総資産／株主資本／株主資本比率（中間）

総資産 株主資本比率株主資本

■ 今後に向けて

● 1株当たり当期純利益 ●総資産／株主資本／株主資本比率

トップインタビュー

■次世代型のEDIに対応したフル装備EDI

フル装備EDIを利用するメリット
1 取引先の拡大が容易、2 システム開発コストや運用コストが安価、3 安全で信頼性の高いネットワークの利用、4 EDI
に付帯するデータベースサービスが充実、5プロトコル・コード・フォーマットを相互変換、6国際標準に対応、7 EDI運
用管理の集中化による利便性、8業界認証局利用によるコスト・運用メリットを享受できます。

マネジメントから一言

プラネットは、今まで主に卸売業とメーカーと

の間のEDIサービスを展開してきましたが、現在、

次世代型のEDIのサービスの開始を視野に入れ、

小売業・卸売業・メーカーをカバーしたインフラ・

ネットワークを構築しています。このネットワー

ク基盤を「フル装備EDI」といいます。次世代型の

EDIである本格的インターネットEDIを装備し、

GDS（国際的な商品情報同期化システム）にも対

応しています。

この「フル装備EDI」の特徴の一つは、プロトコ

ルフリーという情報インフラ基盤であるというこ

とです。つまり従来型のEDI「基幹EDI」を利用し

ていても、国際標準のAS2プロトコルを使用した

「SMOOTHEDI」のやり取りが可能。さらに、「次

世代EDI」（小売業と卸売業との標準EDI）とのやり

取りにも対応したしくみを装備しているというこ

とです。

メーカー
（卸売業）

●次世代型EDIに対応した
　プラネットの「フル装備EDI」

卸売業
（小売業）固定長フォーマット固定長フォーマット

可変長フォーマット
（TSV）

可変長フォーマット
（TSV）

確認／証明 確認／証明

プラネット

AS2
（インターネット）

メーカー
（卸売業）

暗号化

卸売業
（小売業）

暗号化

基幹
EDI

Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｄ
Ｉ

変換処理

可変長フォーマット
（XML）

可変長フォーマット
（XML）

AS2
（インターネット）
ebXML MS

卸売業 小売業

次
世
代
Ｅ
Ｄ
Ｉ

変換処理

取締役営業部長

黒岩   昭雄

財務の詳細情報につきましては、株式会社プラネットホームページをご確認ください。
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■ユーザーへの啓蒙活動・相互コミュニケーションを図りました

2006年11月に東京、大阪でプラネットのユー

ザー会を開催し多数のユーザーが出席しました。

今回は、次世代型の本格的インターネットEDI

を活用するなどの、国際標準に対応した先駆的な

通信技術への取組みを通じて流通効率全体を改革

していこうという試みについて、有識者（舟本流通

研究室）による講演を行ないました。また、経済産

業省の外郭団体「流通システム開発センター」によ

る「国際標準EDI適用コード」に関する説明が行な

われました。プラネットからは、「プラネットの次

世代型EDI対応」、「国際標準準拠のプラネットの

商品データベース」についてユーザーへ報告し、併

せて、ユーザー（ピップフジモト、ハリマ共和物産）

からは、プラネットの「商品マスタ登録支援サービ

ス」の導入事例について説明いただきました。

■小売業界へのEDI提案を行ないました

●2007年2月に、幕張メッセで開催された「第7

回JAPANドラッグストアショー（主催:日本チェー

ンドラッグストア協会、プラネットも後援）」への出

展を通じ、ドラッグストア業界関係者に対して、プ

ラネットのEDI基幹プ

ラットフォーム「フル

装備EDI」の内容につ

いて解説・アピールし

ました。主催者イベン

トステージでは、「プラネットサービスで業務効率

改善!!」という演劇形式のプレゼンテーションを行

い、会場の注目を集めました。

●2007年3月に、東京ビッグサイトで開催され

た「第23回流通情報システム総合展（主催:日本経

済新聞社）」のインテック出展ブースにて、流通業

界関係者に対して、プラネットの「フル装備EDI」

についてプレゼンテーションを行ないました。

●通信技術の進歩

●セキュリティへの関心の高まり

●フレキシビリティの必要性（従来

型EDIから次世代型EDIへの過

渡期である）

背景

●データ交換速度の大幅アップにより、通信時間・

通信コストが削減した

●データボリュームの大きい販売データから利用

を開始した

導入効果

●販売データを拡大しさまざまな

営業活動を展開したいが、集計・

加工処理が大変だった
背景

●データ処理時間の削減、情報が新鮮となり、使

いやすくなった

導入効果

■花王販売に引き続き、12月
　ライオンもSMOOTHEDIの利用を開始

■柳屋本店、
　販売レポートサービスを導入

SMOOTHEDI
国際標準に準拠した、次世代型インターネットEDIサー
ビスです

 ●通信回線としてインターネット網を利用
 ●国際標準通信仕様の「AS2」を通信手順として
 　採用
 ●高度なセキュリティ対策

主な
特徴 ※8ページに『販売レポートサービス』の説明

があります。どうぞ、ご参照ください。

※3ページに『SMOOTHEDI』の説明がありま
す。どうぞ、ご参照ください。

販売レポートサービス
マーケティングネットワークのバイヤーズネットを経
由して提供される販売レポートサービス



EDIサービス導入事例紹介
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プラネットは、業界全体の情報化促進のため、

競合する業界主力企業の協力により設立された、

VAN運営会社です。そのため、ユーザーが安心

してEDIを利用できるように、1安全なサービス、

2 中立的なサービス、3 標準化されたサービス、

4継続的なサービス、と4つの条件を満たしたサー

ビスを展開しています。

プラネットのEDIサービスは、発注データ、仕

入データ、請求照合データ、販売データなどの標

準化されたデータのやり取りを可能にし、業務の

効率化を実現します。さらに、

取引先情報を蓄積した「取引先

データベース」や、商品情報が

満載の「商品データベース」、バ

イヤーの要望から生まれた「バ

イヤーズネット」などの利用で

マーケティング施策向上活動に

も役立ちます。

サービスの特徴は、1 業際統

一伝票に準拠、2 通信プロトコ

ルの異なる取引先とEDI接続

が可能、3 豊富なデータ種から

自由に選択し、必要な部分から

EDI化ができる、4先進のセキュ

リティ対策、5 国際標準に準拠

しておりグローバル化にも容易に対応、6 共同利

用型のEDIサービスなので、低コストで導入可能、

早期に稼動できる、などがあげられます。

EDI導入メリットとしては、1プラネット標準に

対応したシステムをひとつ用意するだけで、多く

の取引先とすぐにEDIをスタートできる、2 商品

コード、取引先コードが共通のためにコード変換

処理が不要、3 接続相手先の通信システムを気に

せずにEDIを実施できること、など始めやすさと

EDI効果がすぐに享受できます。

資材サプライヤー
（原材料メーカー）

製造業
（メーカー） 卸売業 小売業

原料

材料

包装材料

容器

①安全なサービス ②中立的なサービス
③標準化されたサービス ④継続的なサービス

化粧品日雑・ペット

家庭紙・消耗家電

家庭用品・理美容

介護・大衆薬

健康食品・軽衣料

化粧品日雑・ペット

家庭紙・消耗家電

家庭用品・理美容

介護・大衆薬

健康食品・軽衣料

ドラッグストア
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資
材
EDI
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ス

取引先データベース

Web
EDI

基幹EDI/SMOOTHEDI

Web
EDI

Web
EDI

商品データベース

バイヤーズネット

… … … …

プラネット（VAN運営会社）

安心してEDIをアウトソーシングできる条件

●プラネットのサービス領域

次世代EDI

●業務全体が大幅にスピードアップされた
●申請情報が届いてから商品マスタに登録するま
での業務効率が2～4倍向上した
●仕入先メーカーの申請情報の間違いがなくな
り、再入力の必要がほとんどなくなった

導入後の評価

■ハリマ共和物産、商品マスタ登録
　支援サービスを導入

●仕入先メーカーから受け取る商
品情報データの精度が低い
●商品マスタへのデータ入力作業
の負荷が大きい

背景

●マーケティングネットワークのバイヤーズネットを経由
して提供される商品マスタ登録支援サービス

●仕入先メーカーの申請情報の精
度を上げ、登録前のチェック作
業の軽減を図りたい

●ハリマ共和物産の仕入担当者の
入力作業を軽減したい

目的

●卸売業には、ぜひこのサービスの導入を検討し
て欲しい（業界全体の仕組みとして全体効率化
となるようにしたい）

今後の要望

■ピップフジモト、
　バイヤーズネットを導入

●仕入先担当者との商談情報資料
を管理するポータルサイトとし
て利用したい
●ピップフジモトMD部（マーチャ
ンダイジング部門）の作業負荷を
軽減させる

目的

●商品マスタ登録申請業務については
　・精度がよくなった
　・登録業務が軽減した
　・複数の仕入先からの登録漏れがなくなった
　・仕事の段取りがつけやすくなった
●登録済み商品マスタ情報、販売実績の配信につ
いては
 ・メールに添付する手間がなくなった
 ・ 送付先の担当者が受け取った事を確認でき安
心感がある

 ・いつでも情報・実績が取得できるようになった

導入後の評価

今後の要望

●プラネット商品データベースを全面的に活用す
るので、メーカーへは当該データベースへの登
録促進をお願いしたい

※8ページに『商品マスタ登録支援サービス』の説明があります。どうぞ、ご参照ください。



■ プラネット参加メーカー
1 ライオン（株） 71 住友スリーエム（株） 141 アークランドサカモト（株） 211 タカラベルモント（株）
2 ユニ・チャーム（株） 72 アイセン工業（株） 142 サン・アルミニウム工業（株） 212 （株）ミタニ
3 （株）エフティ資生堂 73 （株）サンギ 143 不二ラテックス（株） 213 （株）ロロ
4 サンスター（株） 74 やなぎプロダクツ（株） 144 イノマタ化学（株） 214 ヘンケルジャパン（株）
5 ジョンソン（株） 75 アデリア（株） 145 積水樹脂（株） 215 アース・バイオケミカル（株）
6 日本製紙クレシア（株） 76 東和産業（株） 146 昭和製薬（株） 216 水作（株）
7 エステー化学（株） 77 ボンスター販売（株） 147 （株）伸和 217 （株）ピアセラボ
8 牛乳石鹸共進社（株） 78 サラヤ（株） 148 イチジク製薬（株） 218 コニシ（株）
9 王子ネピア（株） 79 東芝電池（株） 149 ペットライン（株） 219 堀田（株）
10 小林製薬（株） 80 日本ロレアル（株） 150 日本食研（株） 220 はごろもフーズ（株）
11 （株）白元 81 （株）アサヒ興洋 151 TDKマーケティング（株） 221 日清ペット・フード（株）
12 （株）マンダム 82 オカモト産業（株） 152 アロン化成（株） 222 豊田化工（株）
13 貝印（株） 83 東洋アルミエコープロダクツ（株） 153 サンベルム（株） 223 （株）ペッツルート
14 ユニリーバ・ジャパン（株） 84 オカモト（株） 154 （株）エヌケープロダクツ 224 日立マクセル（株）
15 （株）クレハ 85 （株）ダイヤコーポレーション 155 （株）バンダイ 225 （株）ミルボン
16 ニッサン石鹸（株） 86 第一石鹸（株） 156 ハウス食品（株） 226 ナチュラルペットフーズ（株）
17 ウエラジャパン（株） 87 クロバー（株） 157 （株）三菱電機ライフネットワーク 227 デビフペット（株）
18 サランラップ販売（株） 88 神畑養魚（株） 158 ミヨシ石鹸（株） 228 ニッケン文具（株）
19 ツムラ ライフサイエンス（株） 89 ネスレピュリナペットケア（株） 159 ソミールプロダクツ（株） 229 （株）赤石
20 シュワルツコフ ヘンケル（株） 90 ニチバン（株） 160 横綱工業（株） 230 大幸薬品（株）
21 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（株） 91 有本カテイ（株） 161 日本サニパック（株） 231 （株）チョイス
22 三菱アルミニウム（株） 92 （株）リブドゥコーポレーション 162 ハヤシ商事（株） 232 エレコム（株）
23 ピジョン（株） 93 レック（株） 163 日本製箔（株） 233 明治屋商事（株）東京支店
24 （株）日本香堂 94 コプロ（株） 164 中山式産業（株） 234 （株）ターキー
25 カネボウホームプロダクツ販売（株） 95 （株）伊勢半 165 フカシロ商事（株） 235 持田ヘルスケア（株）
26 大日本除蟲菊（株） 96 花王（株） 166 （株）ダンロップホームプロダクツ 236 日本サラ・リー（株）
27 （株）コーセー 97 （株）協和 167 （株）スターマイン 237 ボシュロム・ジャパン（株）
28 積水化学工業（株） 98 （株）ダリヤ 168 （株）バイソン 238 共立薬品工業（株）
29 大王製紙（株） 99 （株）ヤマヒサ 169 （株）モルトベーネ 239 亜細亜貿易工業（株）
30 松下電器産業（株） 100 アスベル（株） 170 エステートレーディング（株） 240 スリーエム・エステー販売（株）
31 ホーユー（株） 101 日本ヒルズ・コルゲート（株） 171 （株）三栄水栓製作所 241 常盤薬品工業（株）
32 アース製薬（株） 102 久光製薬（株） 172 ワタナベ工業（株） 242 ロゼット（株）
33 オムロンヘルスケア（株） 103 ジレットジャパン　エルエルシー 173 マルフククレンザー製造（株） 243 （株）ウェ・ルコ
34 日清紡績（株） 104 アイシア（株） 174 （株）まるき 244 （株）東和コーポレーション
35 キユーピー（株） 105 （株）ニッソー 175 大分製紙（株） 245 富士フイルムイメージング（株）
36 イミュ（株） 106 （有）阿蘇アクアティックス 176 （株）アンズコーポレーション 246 テトラジャパン（株）
37 ソニーマーケティング（株） 107 住軽アルミ箔（株） 177 桐灰化学（株） 247 東芝コンシューママーケティング（株）
38 リス（株） 108 （株）ドゥ・ベスト 178 （株）セイケツネットワーク 248 日本配合飼料（株）
39 テルモ（株） 109 丸紅食料（株） 179 （株）東海 249 （株）ワコール
40 マスターフーズリミテッド 110 丹平製薬（株） 180 （株）シンワ 250 徳武産業（株）
41 シック・ジャパン（株） 111 ニプロ（株） 181 イースター（株） 251 （株）シュウウエムラ化粧品
42 森下仁丹（株） 112 杏林製薬（株） 182 新輝合成（株） 252 （株）マルジョーアンドウエフク
43 ジョンソン・エンド・ジョンソン（株） コンシューマカンパニー 113 （株）田窪工業所 183 （株）ファンケル 253 リアル化学（株）
44 ジェクス（株） 114 ショーワグローブ（株） 184 カルビー（株） 254 （株）ブルーアンドピンク
45 （株）桃谷順天館 115 天馬（株） 185 日本ペットフード（株） 255 西日本衛材（株）
46 福助（株） 116 岩崎工業（株） 186 （株）マルカン 256 いなばペットフード（株）
47 FDK（株） 117 日本技研工業（株） 187 スズラン（株） 257 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン
48 （株）樫村 118 （株）テラモト 188 ドギーマンハヤシ（株） 258 （株）アックスコーポレーション
49 ロート製薬（株） 119 平和メディク（株） 189 ロケット石鹸（株） 259 （株）メディケアシステムズ
50 （株）ラッキートレンディー 120 江崎グリコ（株） 190 （株）タカマツヤ 260 リスホームリビング（株）
51 （株）シービック 121 明治乳業（株） 191 （株）フジボウアパレル 261 （株）スドー
52 白十字（株） 122 （株）サンコープラスチック 192 （株）コーチョー 262 花王プロフェッショナル・サービス（株）
53 日立化成フィルテック（株） 123 （株）エー・ジー 193 片岡物産（株） 263 （株）エーサン
54 フマキラー（株） 124 （株）孔官堂 194 大島椿（株） 264 （株）コージー本舗
55 （株）DNPフォトマーケティング 125 パール金属（株） 195 資生堂プロフェッショナル（株） 265 三井化学ファブロ（株）
56 （株）井田ラボラトリーズ 126 ソーコー（株） 196 玉川衛材（株） 266 （株）エテュセ
57 ジュジュ化粧品（株） 127 柳瀬ワイチ（株） 197 栄和（株） 267 アサヒフードアンドヘルスケア（株）
58 （株）柳屋本店 128 （株）リッチェル 198 資生堂ビューティーフーズ（株） 268 コスメテックスローランド（株）
59 和光堂（株） 129 （株）サンコー 199 ファイザー（株） 269 KBフクスケ（株）
60 （株）リンレイ 130 明和グラビア（株） 200 リブ・ラボラトリーズ（株） 270 （株）ワイズ
61 大塚製薬（株） 131 エビス（株） 201 （株）マルアイ 271 日華化学（株）
62 祐徳薬品工業（株） 132 タイガー魔法瓶（株） 202 （株）アリミノ 272 森永乳業（株）
63 川本産業（株） 133 （株）タダプラ 203 ユースキン製薬（株） 273 （株）セイワ・プロ
64 pdc（株） 134 （株）トクラ 204 ジョンソントレーディング（株） 274 小泉成器（株）
65 （株）ニトムズ 135 ブルジョワ（株） 205 トイレタリージャパン インク（株） 275 BRITA Japan（株）
66 レブロン（株） 136 （株）小関実業 206 常陸化工（株） 276 （株）ウテナ
67 アズマ工業（株） 137 第一石鹸西日本（株） 207 （株）黒龍堂 277 エスエスエル ヘルスケア ジャパン（株）
68 （株）オーエ 138 （株）タニタ 208 三菱文具（株） 278 （株）ユゼ
69 カメヤマ（株） 139 スケーター（株） 209 ジェックス（株）
70 （株）ナリスアップ　コスメティックス 140 山崎産業（株） 210 （株）ドクターシーラボ ほか、合計330社利用
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■商品マスタ登録支援サービス
電子商品カタログに登録されている商品情報を利用して、取引先の商品情報の申請から卸売業や小売業の商品マスタ登

録までの一連の作業を軽減します。

仕入ご担当 仕入責任者 社員

登
録

メーカー
スタッフ

メーカー
営業ご担当

エントリー機能 ワークフロー機能 マスタ管理・公開機能

申請情報 申請情報 完成情報 完成情報の管理

基本情報

取引情報

自社情報

基本情報

取引情報

自社情報

基本情報

取引情報

自社情報

保存蓄積

自社マスタへ連携 自社マスタへ連携

基本情報

取引情報

自社情報

名称、サイズなど商品の基本情報

納価など、取引に固有の基本情報
自社カテゴリーなど
社内管理用の基本情報

プラネット
商品DB

商
品
情
報
登
録

①商品DBからデータ作成

②Excelファイルをアップ

③画面から直接入力

①ライトバージョン

②ワークフロー

③フルパッケージ

確
認

登
録

承
認

参照

参照

取引情報

基本情報

ワークフロー

このサービスを利用すると…

1 登録されている情報を活用して
作成するため、商品マスタに精
度の高い情報を取り込むことが
できる。

2 複数の取引先からの申請情報
も、集約・整理して表示されるた
め、確認作業の効率化が図れる。

3 商品ごとに作業状況が表示され
るため、登録作業の進捗が一目
で把握できる。

4 商品マスタ登録の作業全体がス
ピードアップ。

「バイヤーズネット」の新機能として展開している「販売

レポートサービス」が好評です。このサービスはメーカー

向けで、卸売業からメーカーに送信された販売データをプ

ラネットが代行受信。メーカーの了承を得て集計・加工し、

販売実績の帳票をバイヤーズネット上で提供しています。

販売実績の帳票は、パソコンにExcel形式でダウンロー

ド可能で、印刷もできます。サービスを導入したメーカー

では、販売情報の把握スピードと内容の鮮度から、営業活

動や消費者対応が迅速に行えるようになったと評価を得て

います。

■販売レポートサービス
メーカー プラネットサービス

システム部門

営業部門

ホスト
コンピュータ

バックアップデータ（EDI受信）

代行受信
蓄　積

集
計
・
出
力

販

売

デ

ー

タ

送

信

閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

帳票類

エラー
リスト

組織
マスター

商品DB

マスクメンテナンス

商品情報登録・メンテナンス マスタ情報付与

バックアップデータ（CD-R）

マスタ情報付与

PC

売上レポート（月）

売上速報（週）

出荷実績レポート

売上ランキング

Excel帳票
バックアップCD

卸売業②

卸売業①

卸売業③

バイヤーズネット

SMOOTHEDI
サービス

販売レポート

サービス


