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PROFILE 2015 Vision ビジョン 
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COMPANY  

PROFILE 2015 02 Spirits スピリッツ 

「生活者中心の市場創造」を実現するために、 

そしてその市場に最適な仕組みや新しい価値観 ＝ “style” を 

創造し続ける企業であるために、 

私たちが大切にしているスピリッツが 「７つの i 」です。 
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COMPANY  

PROFILE 2015 03 Strategy-1 事業戦略 

 アイスタイルは、一元管理された会員データベース、統一化されたポイント・クーポンシステム、 

あらゆるデバイスから利用可能なシステムを有するプラットフォームを構築し、その上で複数の美容関連事業を

展開する「ビューティープラットフォーム戦略」を中長期の事業戦略として位置づけています。 

 化粧品だけではなくビューティー全般、日本だけではなく世界で"Beauty"に係る人や企業、個人事業主が 

活躍できるプラットフォームを作る。 

 アイスタイルは、「Beauty×IT」の世界ナンバーワンを目指します。 

「Beauty×IT」で世界ナンバーワンへ 

4 



Copyright (c) 2015 istyle, Inc. All rights reserved. 

COMPANY  

PROFILE 2015 03 Strategy-2 事業戦略 

 当社は設立以来、生活者からのクチコミを中心に、化粧品の分野にて事業展開を行ってきました。  

一方、情報感度の高まりとともに、生活者の美容への関心はますます多様になっており、化粧品ばかりでなく、  

ダイエットや食、ヘアサロンやエステ、ヨガやメイクのレッスンなど、プロダクト（商品）に限らない場や 

情報へと広がっています。  

 生活者の視点から未来を創造し、マーケットの仕組みへ反映していくために、当社はこれから化粧品にとど 

まらず、beauty（美容）分野すべてに関わり、 事業を展開していきます。 

事業領域の拡大  
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COMPANY  

PROFILE 2015 04 Marketing Business マーケティング事業 

マーケティング事業では、化粧品の総合サイト「@ｃｏｓｍｅ（アットコスメ）」を中心とする広告・ 

メディアサービスと、 「@ｃｏｓｍｅ」などサイト運営により蓄積されたデータベースを活用するソリューション

サービスを提供することで、 化粧品メーカー等の国内外でのマーケティング活動を支援します。 

また、ユーザー向けの有料サービスを展開しています。 

「@ｃｏｓｍｅ」を広告媒体として、インターネット広告枠 

の販売を行います。 化粧品関連市場における専門性、「生活 

者の生の声であるクチコミ」により生成されたデータベース 

を活用することにより、メディアとしての付加価値向上を図 

ります。 

「 @ｃｏｓｍｅ」のデータベースやユーザーを活用して、 

化粧品メーカー等のクライアント企業の各種マーケティング

課題に対して、 広告以外での各種ソリューションサービスを

提供します。 
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COMPANY  

PROFILE 2015 05 Retail Business-1 小売事業 

小売事業では、化粧品ECサイト「＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ」の運営や、化粧品専門店 

「@ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ」の運営、海外向けのEC・化粧品卸売事業  を展開しています。 

化粧品のECサイト「＠ｃｏｓｍｅ ｓｈｏｐｐｉｎｇ

（アットコスメ ショッピング）」を運営しています。 

@ｃｏｓｍｅのデータベースと集客力を活用し、 

化粧品だけにとどまらない、あらゆるビューティ＆ 

ヘルスケアアイテムの揃う利便性の高いECサイトを 

目指しており、 直販だけではなく、 

化粧品メーカー様が出品できるECモールの機能も 

提供しています。 

小売事業① EC 

マーケットプレイス事業 

 各メーカー・ブランドがテナント形式で出店し、 
出店後の運営管理を行う事業 

 

販売者 ＝ 各メーカー・ブランド 

当社運営店舗 ＠cosme shopping 

当社が各ブランドから化粧品を仕入、 
自社在庫を持ちながら販売する仕入型事業 

 

販売者 ＝ 当社グループ 

＋ 
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COMPANY  

PROFILE 2015 05 

※「＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ」店舗詳細については参考資料(P16)の 
    運営店舗一覧を参照ください。 

化粧品専門店である「＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ 

（アットコスメストア）」を運営しています。  

「＠ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ」は「楽しく、選べる」を

コンセプトとし、 ＠ｃｏｓｍｅのクチコミを活用して

多くの化粧品ブランドの情報を発信することで、  

「お客様が本当に自分にあった化粧品に出会えるお店」

を目指しています。  

また、直営店舗の運営に加えて、他小売店舗のプロ

デュースも手がけています。 

小売事業② 店舗 

Retail Business-2 小売事業 
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COMPANY  

PROFILE 2015 05 
小売事業③ 海外向けのＥＣ・化粧品卸売事業  

日本国外の消費者の方に直接化粧品を販売する、越境ECサイトの運営を行っている他、海外の化粧品販売事業者に、

国産化粧品を卸す輸出業務を展開しています。幅広い国内化粧品メーカー様のアジアを中心とする海外展開を 

販売・物流面でアイスタイルがサポートしていきます。 

■「クールジャパンショップ 1号店」化粧品コーナープロデュースで 

 東南アジアでの流通ビジネスに参入（フィリピン、マニラ)  

 フィリピン最大級のECサイト「Hallo Hallo Mall」などを展開する 

 日系フィリピン企業 Hallohalloグループ運営の日本商品のセレクトショップの 

 化粧品コーナーをプロデュース 

■「天猫国際（Tmall Global）」への出店による 

越境ECへの参入（中国)  

 中国全土にオンライン取引プラットフォームを提供する 

アリババグループ運営のBtoCオンラインショッピングモールへ 

化粧品専門店「＠ｃｏｓｍｅ官方海外旗艦店」を出店 

Retail Business-3 小売事業 

■ 実績一例 
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■ 中国最大のオンラインサイト「聚美优品JUMEI）」を運営する
Jumei International Holdings Limited（北京）と 

istyle Global (Hong Kong) Co., Limited（香港）が 

販売提携契約を締結 
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COMPANY  

PROFILE 2015 06 Beauty Business Support 美容事業支援事業 

美容事業支援事業では、全国約3,000店舗のヘアサロン、エステサロン情報を提供するサイト 

「ispot（アイスポット）」を運営する他、 美容業界に特化した求人サービスを提供する「アットコスメキャリア」 

など、化粧品以外の美容関連事業をサポートする業態を展開しています。 

■サロン ■求人 
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C Channel株式会社 

COMPANY  

PROFILE 2015 07 Investment Development 投資育成事業 

国内外の美容領域で活躍する幅広い成長ステージの企業に対して投資・育成を行っています。 

■ 投資実績一例 

アライドアーキテクツ株式会社 

Beautylish Inc. 

Fringe81株式会社 

株式会社gumi 

株式会社ミチ 

株式会社ノンストレス 

株式会社バイバース 

株式会社トレタ 

株式会社Wondershake 

株式会社Compath Me 

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 

グランドデザイン株式会社 
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取締役 兼 CFO 

菅原敬  

●英国国立ブリストル大学経営学修士（MBA）修了 

1996年5月 アンダーセンコンサルティング 
（現アクセンチュア株式会社）入社 

2000年1月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 

2001年9月 当社取締役就任(現任) 

2003年7月 株式会社アルトビジョン取締役就任 

2008年2月 株式会社コスメ・コム代表取締役就任 

2011年4月 当社CFO就任（現任） 

2014年11月 株式会社アイスタイルキャピタル（現株式会社iSG
インベストメントワークス）代表取締役社長就任 

2015年11月 株式会社iSGインベストメントワークス取締役就任 

代表取締役 

代表取締役社長 兼 CEO 

吉松徹郎 

●東京理科大学基礎工学部卒業 

1996年4月 アンダーセンコンサルティング 
（現アクセンチュア株式会社）入社 

1999年7月 有限会社アイ・スタイル設立代表取締役社長就任 

2000年4月 当社（株式会社アイスタイル）へ組織変更 

2000年4月 代表取締役社長就任（現任） 
株式会社アイスタイルに組織変更し、 
代表取締役社長 兼 ＣＥＯに就任 

取締役 

取締役 兼 CCO  

山田メユミ  

●東京理科大学基礎工学部卒業 

1995年4月 香栄興業株式会社入社 

1997年5月 株式会社キスミーコスメチックス 

（現株式会社伊勢半）入社 

1999年7月 有限会社アイ・スタイル設立代表取締役就任 

2000年4月 当社（株式会社アイスタイル）へ組織変更 

代表取締役就任 

2009年12月 当社取締役就任（現任） 

2012年5月 株式会社サイバースター（現株式会社アイスタイル
ビューティソリューションズ）代表取締役社長就任 
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執行役員 

株式会社コスメ・コム代表取締役社長 

株式会社コスメネクスト代表取締役社長 

株式会社アイスタイルトレーディング 

                               代表取締役社長 

遠藤宗 濱田健作 
アイスタイルビューティソリューションズ 

                                  代表取締役社長 

石栗正崇 渡辺繁幸 増田正史   
サービス開発本部長 テクノロジー本部長 グループ経営推進本部長 

COMPANY  

PROFILE 2015 08 Management Team 経営陣紹介 
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COMPANY  

PROFILE 2015 

1999年 7月 化粧品に関する消費者情報をデータベース化し、企業の各種マーケティング活動を
支援することを目的として、有限会社アイ・スタイル（東京都世田谷区 資本金3,000
千円）を設立 

12月 インターネットのコスメ情報ポータルサイト「@cosme（アットコスメ）」をオープン 

2000年 1月 ネットイヤー・インキュベーション・キャピタル・コンソーシアムより出資を受け、資本
金を5,950 千円へ増資 

4月 株式会社アイスタイル（資本金23,800 千円）へ組織変更 

6月 化粧品メーカーへの各種マーケティング支援サービスを本格始動 

7月 「@cosme」において広告枠の販売を開始し、メディア事業の運営を開始 

12月 本店を東京都渋谷区へ移転 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの運営するi-mode の公式サイトとして「i-mode 版
@cosme」をオープン 

2002年 11月 化粧品オンラインショッピングサイト「cosme.com（コスメ・コム）」をオープンし、EC（注
1）事業の運営を開始 

2003年 6月 モバイル版「cosme.com」をオープン 

2005年 4月 本社を東京都港区に移転 

5月 株式会社サイバーエージェントより出資を受け、資本金423,218千円へ増資 

7月 リサーチアンドコンサルティングサービスに係る事業を会社分割により別会社化し、
株式会社アイスタイル・マーケティングソリューションズを設立 

女性向けサイト専門の広告代理業を目的として、株式会社サイバーエージェントとの
合弁により株式会社フラウディア・コミュニケーションズを設立 

2006年 4月 メディアの企画開発を目的として、株式会社アイメディアドライブを設立 

2007年 3月 店舗支援業務で提携をしていた株式会社たしろ薬品出資の株式会社コスメネクスト、
ルミネエスト新宿に「@cosme store（アットコスメストア）」第1号店をオープン 

2008年 1月 
2月 

転職・求人サイト「@cosme Career（アイスタイルキャリア）」オープン 
子会社「株式会社アイスタイル・マーケティングソリューションズ」を吸収合併 

ヤフー株式会社より出資を受け、資本金を673,958千円へ増資 

EC 事業を目的として子会社「株式会社コスメ・コム」設立 

「@cosme store」の運営会社である株式会社コスメネクストに資本参加し連結子会社
化、店舗事業の運営を開始 

4月 株式会社講談社より出資を受け、資本金を733,958 千円へ増資 

2009年 3月 株式会社アイメディアドライブの全株式をデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
株式会社に譲渡し非子会社化 

2010年 9月 株式会社コスメネクストを完全子会社化 

10月 モバイル版「@cosme」で新サイトオープン、検索・投稿機能等PC 版「@cosme」に合わ
せた機能強化を実施 

12月 i-mode版「@cosme」にて有料課金サービスであるプレミアム会員サービスを開始 

2011年 5月 美容に特化したSNS（注2）サイト「@BEAUTIST（アットビューティスト）」をオープン 

2012年 3月 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場  

5月  持分法適用関連会社である株式会社フラウディア・コミュニケーションズの全株式を
株式会社サイバーエージェントに譲渡 

海外展開の本格化を目的として、istyle Global (Hong Kong) Co., Limitedを設立 

｢ispot」の運営会社である株式会社サイバースター（現 株式会社アイスタイルビュー
ティソリューションズ）に資本参加し連結子会社化 

8月 アライドアーキテクツ株式会社と業務・資本提携契約を締結 

シンガポールにistyle Global (Singapore) Pte. Limitedを設立 

10月 中国にistyle China Co., Limitedを設立  

11月 インドネシアにPT. Creative Visions Indonesiaを設立 

東京証券取引所市場第一部へ市場変更 

2013年 2月 株式会社ノンストレスに出資 

6月 株式会社バイバースと業務・資本提携を締結 

2014年  7月 ｢GLOSSYBOX」を運営するビューティー・トレンド・ジャパン株式会社の全株式を取得 

11月 株式会社アイスタイルキャピタル（現 株式会社iSGインベストメントワークス）を設立 

12月 株式会社アイスタイルトレーディングを設立 

2015年 7月 株式会社アイスタイルビューティソリューションズから分社化し、株式会社アイスタイ
ルキャリアを設立 

9月 株式会社メディア・グローブの株式を取得し子会社化 

（注） 1.ECとは、電子商取引（eコマース）のことであります（文中において以下同様といたします。）。 
2.SNSとはソーシャルネットワーキングサービスの略称であり、インターネット上において、人と人とのつながりを
促進・サポートする、コミュニティ型のWebサイトのことであります。 
3.資本金について、千円未満は切捨てて表記しております。 

09 Information 沿革 
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COMPANY  

PROFILE 2015 

商号 株式会社アイスタイル 

設立 1999年7月27日 

資本金 15億9,119万円    (2015年6月末現在） 

売上高 96億6,376万円 

役員 代表取締役社長 兼 CEO 吉松 徹郎 

取締役 兼 CFO 菅原 敬 

取締役 兼 CCO 山田 メユミ 

取締役 髙松 雄康 

取締役 佃 慎一郎 

取締役（社外） 那珂 通雅 

常勤監査役（社外） 原 陽年 

監査役（社外） 都 賢治 

監査役（社外） 中森 真紀子 

従業員数 409名 （女性 237名）女性管理職比率 37.3％  (2015年6月末現在） 

本社所在地 〒107-6043 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル34階 

TEL/FAX  TEL. 03-5575-1260 / FAX. 03-5575-1261 

ホームページ http://www.istyle.co.jp 

事業内容 美容系総合ポータルサイト@cosme（アットコスメ）の企画・運営  ／ 関連広告サービスの提供 

関係会社 

株式会社コスメ・コム(連結子会社)                                            istyle China Co.,Limited（連結子会社） 
株式会社コスメネクスト(連結子会社)                                         istyle Global(Singapore)Pte.Limited（連結子会社） 
株式会社アイスタイルビューティソリューションズ(連結子会社)    istyle Global(Hong Kong)Co.,Limited（連結子会社） 
株式会社iSGインベストメントワークス(連結子会社)                     株式会社ＯＰＥＮ８ 
株式会社アイスタイルトレーディング(連結子会社)                     株式会社メディア・グローブ（連結子会社） 
株式会社アイスタイルキャリア（連結子会社） 

10 Information 会社概要 
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TSUTAYA EBISUBASHI店 

上野マルイ店 

渋谷マルイ店 

ルミネ池袋店 

ルミネ有楽町店 

2007年3月OPEN 
2014年8月改装（64坪→74坪） 

2014年11月OPEN 

2008年11月OPEN 

2009年4月OPEN 
2015年4月移転（38坪→60坪） 

2013年4月OPEN 

2014年2月OPEN 
※銀座店（2010年4月OPEN）  
 をクローズし、出店 

〒160-0022 
東京都新宿区新宿3-38-1 
ルミネエスト新宿店 B2F 

〒542-0071 
大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19 
TSUTAYA EBISUBASHI 3F 

〒110-8502 
東京都台東区上野6-15-1 
上野マルイ店 B1F 

〒150-0041 
東京都渋谷区神南1-22-6 
マルイ渋谷店 5F 

〒171-0021 
東京都豊島区西池袋1-11-1 
ルミネ池袋 7F 

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-5-1 
ルミネ有楽町 7F 

【営業時間】 
 平日／11:00～22:00 
 土日祝／10:30～22:00   

【営業時間】 
 10:00～翌1:00 

【営業時間】 
 平日／11:00～21:00 
 日祝／11:00～20:30 

【営業時間】 
 平日／11:00～21:00 
 日祝／11:00～20:30 

【営業時間】 
 11：00～21：30 

【営業時間】 
 平日／ 11:00～21:30 
 土日祝／11:00～21:00 

マルイファミリー 
溝の口店 

2015年10月OPEN 〒213-0001  
神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 
マルイファミリー溝口店5F 

【営業時間】 
 10:30～20:00 
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ルミネエスト新宿店 

LABI アメニティー＆
TAX FREE新橋銀座口店 

2015年4月OPEN 〒105-0004  
東京都港区新橋1-12-9    
ヤマダ電機 
LABI アメニティー＆TAX FREE新橋銀座口店 1F 

【営業時間】 
 10:00～23:30 

2015年8月OPEN 〒160-0022  
東京都新宿区新宿3-23-7 
ヤマダ電機 LABI新宿東口館 1F 

【営業時間】 
 10:00～23:30 ＬＡＢＩ新宿東口館 

＠ｃｏｓｍｅ×ＬＡＢＩ Beauty station    ※プロデュース店舗 

COMPANY  

PROFILE 2015 11 Store list 運営店舗一覧 

@ｃｏｓｍｅ ｓｔｏｒｅ（アットコスメストア） 
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PROFILE 2015 12 Financial Data 財務データ 

財務データ Financial Data  

連結キャッシュフロー計算書（要約） Consolidated Statements of Cash Flows (Summary) 

＊1 Amounts less than one thousand yen are truncated. ＊2 Figures are rounded two decimal places. ＊3 Figures are rounded to one decimal place.  

＊4 The Company made stock splits at the rates of 100 shares for each common stock as of December 16, 2011 and two shares for each common stock as of July 

1, 2012. Therefore, net assets per share, net income per share and diluted net income per share presented are calculated on the assumption that those stock splits 

had been conducted at the beginning of the fiscal year ended June 30, 2011. 

＊1 千円未満切り捨て  ＊2 小数点第3位で四捨五入  ＊3 小数点第2位で四捨五入  ＊4 平成23年12月16日付で普通株式１株につき100株の

割合で株式分割を行っており、また平成24年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、第12期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

＊ 千円未満切り捨て  
   Amounts less than one thousand  
   yen are truncated. 
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PROFILE 2015 13 Financial  Highlights 経営指標 

＊ 百万円以下切り捨て  Amounts less than one million yen are truncated. 

From the fiscal year ended June 30, 2015, istyle Group changed its business segmentation from four segments 

including “Media,” “E-commerce,” “Store,” and “Other Business” to four segments including “Marketing,” “Retail,” 

“Beauty Business Support” and “Investment and Consultation” in order to review business management 

classification and disclose management information in a more appropriate manner. 

2015年6月30日に終了した年度より、経営管理区分を見直し、経営情報をより適切に表示するために、報告セグ
メントを従来 の「メディア事業」、「EC事業」、「店舗事業」及び「その他事業」の４区分から、「マーケティング事業」、 
「小売事業」、「美容事業支援事業」及び「投資育成事業」の４区分に変更しております。 
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