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流通業界の標準となる情報インフラサービスを、
安全に、中立的な立場で、継続してご提供します。
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2013 年７月期の上期業績のトピックスをお
聞かせください。

玉生	 当期は、業界 EDI の高度利用を促すため、サービス

の料金体系を従来の固定長方式から先進的でより安価な

可変長方式への切り換えを推進することで、一時的に減収

増益となる計画を出しています。この料金値下げは、クラ

ウド型新システムへの移行による原価低減を反映したもの

となりますが、過去８回実施した値下げにおいても、既存

ユーザーの利用データ数の増加、新規顧客の拡大という

結果が出ており、今後のさらなる業界発展につながると確

信しています。

田上	 上期だけで見ても、すでに取り扱いデータボリュー

ムが想定をやや上回っており、非常に順調に推移していま

す。今後は隣接業界における見込み顧客の理解を促進し、

利用ユーザーを拡大していきたいと思います。

上期に積極的に進められた取り組みにつ
いて教えてください。

田上	 当社の主力サービス「基幹 EDI」は、メーカーと卸

売業間の受発注、出荷、請求・支払などの電子データ交換

を数多くの取引先と確実に効率よく行うためのシステムであ

り、現在ご利用いただいているメーカーは 420 社を超えて

います。しかし、取引量の少なさなどから EDI システムを準

備できず、業界インフラのメリットを享受できていないメー

カーは数千社とも言われています。そこで、パソコンとイン

ターネット接続環境があれば、現状の受注業務に大きな変

業界全体のさらなる発展のために。
安全・中立・標準・継続をキーワードにさらなる進化を目指します。

代表取締役会長
玉 生  弘 昌

代表取締役社長
田 上  正 勝

売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
四半期純利益

（前年同期比 0.3％減）
（同 2.8％減）
（同 0.9％増）
（同 12.0％増）

1,335百万円
347百万円
367百万円
220百万円

Q

Q

決算ハイライト 2013年7月期第2四半期（累計）

TOP 
MESSAGE

ると、今まで以上に合理的でローコストな流通ネットワー

クが求められるようになるでしょう。そうした中で当社は、

より使いやすく、より効率的なインフラ機能の充実を目指

していく必要があると認識しています。

田上	 その一環として、下期はネット販売への対応を視野

に入れた情報の商品データベースへの追加と「業界イント

ラネット」と「バイヤーズネット」の共通トップページの全

面リニューアルを予定しています。

株主の皆様へメッセージを
お願いします。

玉生	 今回、新しい経営体制に移行しました。新社長の

もと、改めて業界中立の立場を意識し、必要不可欠なイン

フラ機能を維持しながら既存サービスのユーザー数を拡大

しつつ、付加価値を高めていきます。そして、常に業界発

展のビジョンを描き、ともに進化を遂げ続けるパートナー

として、さらなる成長を目指します。

田上	 そのためにも新たなニーズに応えるためのインフラ

構築などにチャレンジしていきます。ユーザーの期待に確

実に応え、利益を確保し続けながら、増配継続にこだわっ

た株主還元を指向していきますので、より一層のご支援を

賜りますようお願い申し上げます。

更を加えることなく、卸売業からの発注データを Web で

受け取り、仕入データを自動作成して送信する仕組みとして

「MITEOS（ミテオス）」* を立ち上げ、この上期より精力的

に説明会を開催してきました。2013 年２月のサービス開始

から２年間で 200 社にご利用いただくことを目標にしてい

ますが、順調に参加企業が増えてきています。

事業環境が変化する中で、期待される役
割をどう捉えていますか。

玉生	 流通業界は改革期に突入しています。日用品の販

売推移は、今後も手堅いと思われますが、日本人の半数

以上が、日用品をインターネットで日常的に購入する時代

になり、インターネット取引が日用品流通に与える影響が

さらに大きくなってきています。

田上　すでに小売業は、リアル店舗とネット販売の両立が

必要になりつつあります。現在、店頭やネット上で表示され

ている商品情報は、メーカー・卸売業の営業担当者が商談

の延長線上で登録していることが多く、システム化されてい

ない状況です。今後、商品情報

を統一するためにデータベース

と同期化したり、直接リンクして

表示する仕組みが必要になって

くると考えられますが、そうなる

と当社の商品データベースの活

用価値がさらに高まってくると思

います。

玉生　さらに、ネット上の価格

と店頭価格の統一を視野に入れ

Q

Q

*MITEOS「（画面を）見て、（ボタンを）押す、だけで操作できる」
というコンセプトのもとに開発。
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　社長に就任して、見える風景がずい
ぶん変わりました。世の中にあるネッ
トのサービスと比べて、プラネットの価
値は何なのか、どこが評価されている
のか、を現場から一歩離れて考えるよ
うになりました。もともとプラネットは、
日用品化粧品メーカー８社とインテック
が共同で立ち上げた会社です。いまで
は当たり前に利用されている基幹EDI
サービスですが、立ち上げから普及拡
大に至る道のりには大変な苦労があっ
たと聞いています。店頭では熾烈に競
い合っているメーカー同士がシステムで
手を取り合えたのは、各社の課題を解
決するだけでなく、業界全体が発展す

業界標準の新たな可能性を追求し、
さらなる付加価値の提供を目指します。

社長の横顔
 代表取締役社長 兼 執行役員社長

田 上  正 勝
M A S A K A T S U  T A G A M I

る中立的なサービスを目指したところに
あると思います。
　市場環境が大きく変わるいま、競争
の土俵も変わりつつあります。昔に比
べると課題を解決する手段は増えて判
断は難しくなりましたが、プラネットは
本質を見つめなおし、今後のさらなる
成長のために、新しい分野でも業界発
展に寄与するサービスを提供していきた
いと思います。

　当社のサービスは、入力作業の省力
化やミス防止などの事務作業の効率化
にご活用いただいておりますが、新た
な価値を提供する情報インフラとして、
「見える化」サービスの検討を開始しま

した。日々蓄積された膨大な取引デー
タを、一種のビッグデータとして上手に
活用するお手伝いをするもので、ご利
用企業は変化の激しい市場環境におい
て、システム投資コストとリスクを低減
し、データ活用に専念いただけるよう
になります。現段階では、既存サービ
スの枠に縛られることなく、柔軟な発
想であらゆる可能性を模索しています。
業界の識者や大学研究者の意見も反映
し、流通にイノベーションを起こすよう
な新たな情報インフラを作り上げてい
きたいと考えています。

大学卒業後、システムコンサルティング会社
を経て、1993年に株式会社プラネット入社

システム管理部、営業推進部を経て、ネット
ワーク企画部で16年、企画開発業務に従事

業際統一伝送フォーマット、業界イントラネッ
ト、商品データベース、バイヤーズネットなど
の業界インフラシステムの企画・開発を担当

2006年 執行役員、2008年 取締役、
2010年 常務取締役、2012年より現職

略	歴 Brief Personal Record

「プラネットらしさ」を再確認し
次なる成長のステージへ

新たな可能性を追求し
流通にイノベーションを

新製品情報をタイムリーにお伝えする

新製品カタログを発行

「インターネットは日用品流通をどう変えるか 2012」を作成

2013年春夏の新製品情報をタイムリーに届け、流通
サプライチェーン全体の業務効率化に貢献するため、

『2013年春夏新製品カタログ』を１月に全国各地の卸 
売業・小売業のご担当者向けに発行しました。今回のカ
タログには、2012年10月以降発売の98社・１,832ア
イテムが収録されており、主な日用品・化粧品メーカー
の新製品をほぼ網羅しています。 プラネットは新製品情
報の提供手段についてカタログ冊子の発行からWeb経

由のデータ配信への移行を図り、業界
全体のさらなる業務効率化とコスト削
減、環境に配慮したペーパーレス化に
貢献してまいります。

プラネットユーザー会
2012を開催
2012年11月に東京・大阪で開催されたユーザー会に
は、それぞれ205社378名、112社192名の方々にご
来場いただきました。当日は、学習院マネジメント・ス
クールの上田所長による基調講演「新時代の本質とプラ
イシング」に続いて、プラネットサービスを業務インフラ
として活用している株式会社東京堂と株式会社柳屋本店
の活用事例紹介、最後にプラネットから、流通の変化へ
の対応や、より安全なサービスを目指した取り組みにつ
いての報告が行われました。

インターネットの急速な普及が一般消費財
の流通チャネルにもたらす変化の現状につ
いて把握し、時代のニーズに合ったサービ
スを提供するため、消費者へのアンケート
と企業・団体へのヒアリング調査を2011
年に続いて実施し、その結果を「インター
ネットは日用品流通をどう変えるか２０１２」
と題した報告書としてまとめました。消費

者アンケート調査として、①日用品の購入
先と選択基準、②購入先としてのインター
ネット販売の状況、③ソーシャルメディア
の状況について取りあげました。また、企
業・団体へのヒアリング調査として、①イ
ンターネットの普及がもたらす今後の購買
プロセスの変化、②リアルとネットの融合
について取りあげました。

News ＆ Topics

3 4

010_0743801602504.indd   3-4 2013/03/28   15:51:00



MITEOS
利用メーカー

プラネット

プラネットEDI
利用卸売業

MITEOS
利用卸売業

Webで受信 EDI発注

Webで送信 EDI仕入

受注確認
● 受注一覧の確認
● 印刷
　（TSVダウンロードも可）

仕入情報作成
● 仕入作成一覧の確認

● 検索機能
● 訂正処理、伝票割などにも対応

ターンアラウンド方式、
入力情報の軽減措置（ （

発注・仕入データの双方向性を実現

ユーザーのシステム構築が不要！パソコンとインターネット環境が
あれば、簡便にEDIデータ交換を実現できる便利な新サービス

「MITEOS（ミテオス）」の提供を2013年２月より開始！

Web-EDIサービス「MITEOS」

コンセプトは「見て、押す」
２年後に200社の利用が目標

　当第２四半期は、業界の情報インフラストラクチャーである

「プラネット（当社が提供する情報ネットワークの名称）」の裾野

をさらに拡げるために、メーカー・卸売業間で手軽に発注・仕

入データの双方向データ通信を実現できる、Web受注-仕入通

信サービス「MITEOS」の提供（2013年２月１日開始）に向け

た活動に注力いたしました。

　「（画面を）見て、（ボタンを）押す、だけで操作できる」と

いう開発コンセプトに由来する名前がつけられたMITEOSは、

パソコンとインターネット接続環境があれば、現状の受注業務

に大きな変更を加えることなく、卸売業からEDI経由で送られ

た発注データを受信して、仕入の情報を送信する、という双方

向のデータ交換を簡便に実現できるサービスです。

　当初はメーカー37社と、日用品・化粧品やOTC医薬品、医

療衛生用品業界のEDI利用卸売業７社との間でサービスを開始

し、２年後にはメーカー200社の利用を目指します。一般消費

財流通におけるさらなる業務効率化進展のため、プラネット

は、業界の受発注・仕入システムの合理化と発展に寄与する

MITEOSの普及に努めてまいります。

　MITEOSの主な機能は、受注確認と仕入情報作成の２つです。

　（１）受注確認：メーカーが卸売業の注文情報（発注データ）を

Webで受信すると、受注一覧として画面に表示されます。その情

報は発注書の控えとして印刷できるほか、タブ区切り（TSV）形式

のテキストデータとしてダウンロードできますので、自社システム

に連携させ、受注業務の効率化や省力化を図ることができます。

　（２）仕入情報作成：メーカーが卸売業に売り掛けた内容を示

す仕入伝票（仕切書や納品書とも言う）に相当する仕入情報を

作成する際、元の受注情報が画面に反映されますので、入力の

手間が減り、ミスを防止できます。メーカーのご担当者は、自

社の伝票番号や商品単価など、必要な情報を追加で入力し、

ボタンを押すだけで、仕入データとして卸売業へ送信できます。

この機能を活用すれば、仕入伝票の郵送が不要になり、郵送

費等のコスト削減にもつながります。

MITEOS開発の背景

　プラネットの主力サービスである「基幹EDI」サービスは、商

取引の根幹となる受発注、出荷、請求・支払などのデータを、

標準として定められた仕様に基づいて、取引先と双方向で通信

することにより、コンピュータによる自動処理を可能にする仕

組みで、日用品・化粧品、ペットフード・ペット用品などの一般

消費財やOTC医薬品（薬局・ドラッグストアなどで販売されて

いる一般用医薬品）のメーカー424社、卸売業460社（実績は

2013年１月末時点）が利用しています。しかし、取引の量や

頻度、社内のシステム環境などの制約から、基幹EDIの導入が

困難なメーカーは少なくありません。こうした実態や、パソコ

ンやインターネットが目覚しく普及し、安定性や信頼性が向上し

ている状況に鑑み、プラネットは2004年に、卸売業がメー

カーに発注する内容をWeb画面で参照できる「Web受注」サー

ビスを開始しましたが、その機能は発注データのみの一方通行

でした。EDIの導入効果が最大限に発揮される、双方向のデー

タ交換実現を目指してプラネットではシステム開発を重ね、この

たびMITEOSを開始する運びとなりました。

業務に必要な機能をご用意しつつも、あまり複雑にならない

よう、バランスに注意しながら、使い勝手のいい画面づくり

を心掛けました。初めて担

当したシステムでしたので、

開発を通してプラネットのあ

るべき姿を学ぶ機会にもな

り、大変勉強になりました。

MITEOS
開発担当からひと言

株式会社プラネット　
ネットワーク本部 
ネットワーク企画部　
白岩 大輔

Voice
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http://www.planet-van.co.jp/ir/より詳細な財務情報については 業績レビュー

【サービス内容】
メーカー・卸 売 業 間 などの 取 引に 必 要 な
データ交換を行うEDIサービス。「基幹EDI」

「MITEOS」「資材EDI」等。

EDI事業
新規ユーザーの増加に伴い
EDIデータ通信処理量が増加
ネットワークの裾野を拡げるため、メーカー・
卸売業間で手軽に双方向データ通信ができる
MITEOSの提供へ向けた活動に注力。

上期の状況と下期の展開

【サービス内容】
消費財メーカー各社の商品情報が登録された

「商品データベース」、流通業各拠点や店舗の情
報マスタを提供する「取引先データベース」等。

データベース事業
商品データベースに履歴検索機能を追加
開発一時金の減少に伴い減収。データベースの
機能強化により、さらなる利用拡大を目指す。

上期の状況と下期の展開

【サービス内容】
インターネットを使って事業者が新製品の情報
提供や商談のできる「バイヤーズネット」等。

その他事業
「バイヤーズネット」の会員数が増加
コンテンツの見直しや 利 便性の向上を図り、
EDIやデータベースを含む当社サービス全体の
付加価値向上に貢献する。

上期の状況と下期の展開

ユーザーの増加等により、
EDIデータ通信処理量が前
年同期比で２.６％増加。

POINT1
EDI高度利用を促す先進的
で安価なデータ仕様を普及
させたため、一時的に減収。

POINT2
経常利益は微増だが、法人税率の
変更に伴う法人税等の減少により、
四半期純利益は前年同期比で増加。

POINT3
決算の

ポイント

■	貸借対照表

■	キャッシュ・フロー計算書

■	損益計算書（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科 目 前事業年度
平成24年7月31日

当第２四半期会計期間
平成25年1月31日

資産の部
流動資産 2,095 2,085

固定資産 1,035 1,113

有形固定資産 36 33

無形固定資産 489 540

投資その他の資産 508 540

資産合計 3,130 3,199

負債の部
流動負債 471 440

固定負債 192 155

負債合計 663 596

純資産の部
株主資本 2,406 2,520

資本金 436 436

資本剰余金 127 127

利益剰余金 1,844 1,958

自己株式 △ 1 △ 1

評価・換算差額等 61 82

純資産合計 2,467 2,602

負債純資産合計 3,130 3,199

科 目
前第2四半期累計期間
自 平成23年8月 1日
至 平成24年1月31日

当第2四半期累計期間
自 平成24年8月 1日
至 平成25年1月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 271 198

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 79 △ 86

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 105 △ 105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86 5

現金及び現金同等物の期首残高 1,307 1,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,394 1,690

科 目
前第2四半期累計期間
自 平成23年8月 1日
至 平成24年1月31日

当第2四半期累計期間
自 平成24年8月 1日
至 平成25年1月31日

売上高 1,340 1,335

売上原価 481 483

売上総利益 858 852

販売費及び一般管理費 501 505

営業利益 357 347

営業外収益 7 20

経常利益 364 367

特別損失 0 1

税引前四半期純利益 364 366

法人税等 167 145

四半期純利益 196 220

当社は株式公開企業として、株主尊重の意義の重要性を認識し、株主への永続的
かつ安定的な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考えております。また、
企業成長力の強化と経営効率の向上を目指すための内部留保の蓄積を勘案しなが
ら各期の業績を考慮に入れて利益配分を決定することを基本方針としております。
今後は、急速に進展すると予想されるＩＴ技術への対応のための内部資金の活用
も念頭に入れながら、配当性向の維持向上を目指してまいります。

株主還元方針

平成23年7月期 平成24年7月期 平成25年7月期

55.7

28 3030

51.6 50.4
（予想）

中間配当（円） 期末配当（円） 記念配当（円） 配当性向（％）

12

12
4

14

16

15

15
（予想）

84.8%

14.4%

0.8%

［売上高構成比］
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株式情報 企業情報

事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

基 準 日

公 告 の 方 法

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先

８月１日から翌年の７月31日まで

10月に開催します。

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

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（金融商品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。

三菱UFJ信託銀行株式会社
　

〒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）

ご注意

1.  株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつき
ましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証
券会社等）で承ることとなっております。口座を開設され
ている証券会社等にお問合わせください。株主名簿管理
人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんので
ご注意ください。

2.  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつき
ましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっており
ますので、左記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託
銀行）にお問合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行
全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3.  未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支
店でお支払いいたします。

株主メモ 各サービスの利用状況

代表取締役会長 玉生  弘昌
代表取締役社長 田上  正勝
専務取締役 石橋  光男
常務取締役 黒岩  昭雄
取締役	 牛島  操
取締役（社外）	 濱　  逸夫

取締役（社外） 石井  貞行
取締役（社外） 廣田  光次
常勤監査役	 川崎  清
監査役（社外） 井上  展成
監査役（社外） 石垣  禎信 

執行役員社長 田上  正勝
執行役員専務 石橋  光男
執行役員常務 長井  求
執行役員常務 黒岩  昭雄

執行役員	 牛島  操
執行役員 山本  浩
執行役員 川村  渉　

明和監査法人

会 社 名

英 文 社 名

主な事業内容

本 社

設 立

資 本 金

従 業 員 数

U R L

株式会社プラネット

PLANET, INC.

EDI 基幹プラットフォームの構築・提供・運用
	
東京都港区浜松町一丁目 31番 
文化放送メディアプラスビル
	
1985 年８月１日
	
4 億 3,610 万円（2013 年１月 31日現在）
	
37名（2013 年１月 31日現在）
	
http://www.planet-van.co.jp

発行可能株式総数 …… 15,360,000 株
発行済株式総数 …… 6,632,800 株

1,037 名

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

JASDAQ スタンダード
（証券コード：2391）

経営企画部  
TEL：03-5962-0811
e-mail：ir@planet-van.co.jp

http：//www.planet-van.co.jp

株 式 の 状 況

株 主 数

株主名簿管理人

上 場 取 引 所

I R 連 絡 先

ホームページURL

大株主
ライオン株式会社 …………………………………1,066,400 株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託口・㈱インテック口） ……………1,058,400 株

ユニ・チャーム株式会社 …………………………  300,800 株

株式会社資生堂 ………………………………… 300,800 株

サンスター株式会社 ……………………………… 300,800 株

ジョンソン株式会社 ……………………………… 300,800 株

エステー株式会社 ………………………………… 300,800 株

日本製紙クレシア株式会社 ……………………… 300,800 株

牛乳石鹸共進社株式会社 ……………………… 300,800 株

取締役及び監査役（2013 年１月 31日現在）

執行役員（2013 年１月 31日現在）

監査法人（2013 年１月 31日現在）

（2013 年１月末日現在）

メーカー 卸売業

データ種/	社数 424 460

発注 360 216

仕入 331 217

販売 158 175

請求照合 143 119

請求鑑 30 76

在庫 38 65

Web発注 42 227

サービス名 メーカー サプライヤー

資材EDI 4 210

Web資材EDI 3 196

	 卸売業 小売業

導入社数（社） 17 8

サービス名 メーカー社数 アイテム数

商品データ
ベース 742 120,970

医薬品説明文書
データベース 141 9,241

メーカー 卸売業 小売業

会員社数（社） 2,823 749 589

会員数（名） 15,141 6,670 2,050

■	基幹 EDI （社数） （社数）
■	資材 EDI

■	各データベース登録状況 ■	バイヤーズネット

■	商品マスタ登録支援サービス

文化放送
メディア

プラスビル

（2013年1月31日現在）
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〒105-0013 東京都港区浜松町１-３１ 文化放送メディアプラスビル３階

Tel.03-5962-0811 Fax.03-6402-8421 URL. http://www.planet-van.co.jp

EDIってなに？
プラネットの

　プラネットは、進化する情報通信環境に応じた
通信プロトコルの選択や、先進的な技術を基盤と
する安全で強固なネットワーク構築への取り組みを
継続しつつEDIの普及活動を続けています。安全・
中立・標準・継続をモットーとする情報インフラスト
ラクチャーとして、流通業界全体での業務効率化を
促し、業界を構成する各企業、そして消費者にまで
受益をもたらすことが、プラネットの役割です。

　EDIを利用することにより、取引業務の効率
化・低コスト化・高付加価値化が可能になります。
たとえば、受発注から請求支払までの業務を自動
化でき、データ入力ミスの防止や取引のスピード
アップが進みます。さらに、伝票や明細書等を
EDIデータにおきかえることで、ペーパーレス化が
図れます。このようにEDIは企業の基幹系業務の
効率化には欠かせないものです。

もっとくわ
しく！

プラネット 第１回

Electronic Data Interchange：電子データ交換

　EDIとは、「複数の企業や団体などの間
で、互いのコンピュータが商取引のための
情報（注文書や請求書等）を通信回線（ネ
ットワーク）を介して交換・処理すること」
です。商取引の相手は複数かつ多岐にわた
るため、EDIは「可能な限り広い範囲で同
一の取り決め・約束事が共有されているも
の（＝標準化の進んだもの）が望ましい」
とされています。
　EDIでデータを交換するためには、次の
要素について標準化を進め、取引の相手と
合 わ せる 必 要があります。 ①プロトコル

（データを送受信する通信手順）、②フォー
マット（コンピュータに取り込むデータ仕
様）、③コード（各種マスタを参照するコー
ド）、④運用ルール・契約（通常のEDI運用
と例外対応の取り決めなど）。プラネットの
EDIサービスを利用する企業（メーカー・卸
売業など）は、業界で統一されたフォーマ
ットとコードを標準化された運用ルールの
もとで使用できることから、多くの取引先
企業とEDIを容易に開始できます。

EDIとは？

EDIのメリットは？ プラネットの役割は？

プロトコル

フォーマット

コード

運用ルール・契約

PLANET

A社 a社

b社

c社

d社

e社

f社

B社

C社

D社

E社

F社

メーカー 卸売業

（通信手順）

通信手順やデータ仕様、コード、運用が標準化されており、
発注・仕入・請求・在庫・販売など24のデータ種が存在。プラネットEDI 多くの取引先と、効率よく

データ交換を行うことが可能。▶ 
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