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（コード番号８２４４ 大証第一部） 

問合せ先 取締役総合企画本部長  藤 木 剛 一 
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経営数値目標経営数値目標経営数値目標経営数値目標（（（（２０１４年２０１４年２０１４年２０１４年度）の度）の度）の度）の設定設定設定設定についてについてについてについて    
 

Ⅰ 経営数値目標設定の背景 

 

２００８年１０月のリーマンショックに端を発する消費不況は、１年以上経過した現時点にお

いても回復の兆しが見られず、依然マーケットの縮小が続いております。世界的な経済規模縮小

の中で、小売業においてはネットビジネスに代表される新たな流通チャンネルの台頭や、中間流

通機能の省略等のコスト削減を原資とする商品価格の下落等によって、かつてない熾烈な生存競

争が繰り広げられております。 

このような状況の中で、当社は昨年１０月９日に発表いたしました「収支改善・効率化施策の

実施に関するお知らせ」のとおり、希望退職の募集を始めとする一連の構造改革を断行いたしま

した。その結果、当社は昨年度（２０１０年度２月期）の決算におきまして、特別退職金等の特

別損失の計上により当期純損失を計上するに至りました。 

これは、株式会社京都近鉄百貨店と合併して以来初めての赤字決算でありますが、この構造改

革は今期以降の収益力回復を確実なものとし、今後の熾烈な生き残り競争を勝ち抜くため、将来

を見据えて積極的に行ったものであります。 

このように経済環境が大きく変動し、また当社グループの経営構造も大きく変化したこの機会

に、阿倍野新本店がオープンする２０１４年度を目途とした新たな経営数値目標を設定いたしま

したのでお知らせいたします。 

 

Ⅱ 経営数値目標の骨子 

 

前述のとおり、当社は２０１０年２月期において希望退職の募集に伴う特別退職金等の特別損

失を約８５億円計上いたしました。これにより９３億円の当期純損失を計上いたしましたが、２

０１１年２月期以降人件費を含めた諸経費が年間約６０億円程度減少する見込みです。 

本年４月１日には外商部門や中核店をはじめ事務部門においても組織の簡素化を実施いたしま

したが、今後、減少した要員で効率的に業務を遂行できるような風通しの良い組織を構築すると

ともに、さらに増収および経費削減施策を継続して実施することによって、現在進行中である阿

倍野本店の建替え工事期間中も毎年確実に利益を出せる体質に変換できるものと確信しております。 

またさらに、日本最大の百貨店である阿倍野新本店が竣工する２０１４年春以降は、その増床

効果により大幅な増収が見込めることから、当社グループとして安定した収益基盤を確立できる

ものと考えております。このような状況から、このたび設定する目標は阿倍野新本店が竣工オー

プンする２０１４年度に以下の経営数値達成を目指すことといたしました。 

                             

2014 年度目標    2010 年度予想   2009 年度実績 

① 連結売上高         ３，６００億円   ２，９４０億円  ３，０８８億円 

② 連結営業利益           ７５億円      ２０億円    △１０億円 

③ 連結経常利益           ６０億円      １２億円    △１４億円 

④ 連結当期純利益          ３５億円       ６億円    △９３億円 

⑤ 連結ＲＯＡ（営業利益ﾍﾞｰｽ）   ４．０％以上     １．２％      － 

⑥ 近鉄百貨店単体の営業利益率   ２．０％以上     ０．７％      － 

⑦ 連結有利子負債（期末残高）   ７５０億円以下   ６３０億円    ６６０億円 
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今後も逆風が予想される市場環境の中で、売上高はマイナス基調が継続すると思われますが、

２０１０年度から２０１４年度の５年間においても増収と経費削減の両面で着実に施策を実行し、 

毎年確実に利益を出していく計画であります。 

 

Ⅲ 経営数値目標達成に向けての取り組み 

  

   新たな数値目標を達成するため、以下の６つの項目について施策を実行してまいります。 

 

１．１．１．１．店舗戦略の強化店舗戦略の強化店舗戦略の強化店舗戦略の強化    

  

当社グループは、大阪の３大ターミナルの一つである阿倍野・天王寺に位置する阿倍野本店を

中心に、近畿、中部地域等に直営百貨店を１３店、専門店集積施設を５ヵ所運営しております。 

しかしながら今般の経済情勢の悪化やお客様の嗜好の多様化等、消費環境の変化への対応の遅

れもあり、都心店に比べ販売効率や店舗規模の面で制約のある郊外店だけでなく、従来収益店舗

であった都心店についても来店客数の減少や売上高の低下がみられ、店舗網全体において厳しい

状況が続いております。 

このような状況を打破するため、店舗網を規模と立地によって、(1)都心大型店、(2)地域中核

店、(3)郊外店、(4)専門店集積施設の４つのグループに分類し、それぞれの商圏や規模に応じて

適切な店舗戦略を推進してまいります。 

 

(1)(1)(1)(1)都心大型店（阿倍野都心大型店（阿倍野都心大型店（阿倍野都心大型店（阿倍野新新新新本本本本店）店）店）店）    

現在建て替え工事を進めている阿倍野本店は、２０１４年度には地上６０階建ての超高層

複合ビルの竣工後、営業面積１０万㎡を擁する日本最大の百貨店となる予定です。 

「欲しいものが必ずある」、「常に新しい発見がある」、「一日居ても飽きることがな

い」、「毎日立ち寄りたくなる」。 

このようにご家族全員に楽しんでいただける商業施設を創り出すため、以下の３つの「創

造」をテーマに店づくりを進め、「百貨店の復権」を果たしたいと考えています。 

 
①①①①業態創造業態創造業態創造業態創造    
  百貨店業態はこれまで過度な富裕層への対応や、売場の高効率化を求めてきたために、

この数十年の間に他の小売業態にピュアヤング層やファミリー層などのお客様層や家電製

品、スポーツ用品などの商品領域を奪われてきました。 

  阿倍野新本店ではこのようなお客様層や商品領域を再び取り戻し、さらに母娘消費など

これから成長が期待できるマーケットにも対応するため、都心の駅ビル、カテゴリーキラー

など他業態の得意分野を生かした業態編集に取り組んでまいります。また、百貨店が今なお

優位性を有する化粧品などの「目的消費型売場」と、他業態が得意なエンターテインメント

施設などの「時間消費型売場」をバランスよく編集することで、あらゆるお客様層にワンス

トップショッピングしていただける新しい形態の「フルライン・フルターゲット」型商業施

設の構築に取り組んでまいります。    

 

②②②②ビジネスモデル創造ビジネスモデル創造ビジネスモデル創造ビジネスモデル創造    

  このような新しい都市商業施設の実現のためには、百貨店が抱える構造的な課題である

「マーケット対応力の弱さ」「高コスト構造」の改善が必要不可欠であります。そのために

好況、不況にかかわらず、安定した利益を確保するため、高収益であるがリスクも大きい

「自主編集売場」と低収益であるがリスクも少ない「テナント型売場」を商品部門別に最適

な組み合わせを実現し、収益性の高い店舗の創造に取り組んでまいります。 

 
③③③③立地創造立地創造立地創造立地創造    

  今回の計画は近畿日本鉄道グループによる立地創造型の総合開発事業であり、様々な街

機能で構成される日本最高層の複合ターミナルビルの核店舗として、広域から多数の来街

が期待されます。あわせて 阿倍野新本店完成後、当社の商業施設面積はＨｏｏｐ、ａｎ

ｄと合わせて１２万８千㎡となり、当社施設だけで大規模な街歩きエリアが完成すること

となります。キタやミナミとの地域間競争に打ち勝っていくために、地域全体の魅力度向

上に寄与していきたいと考えております。 
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阿部野橋ターミナルビル完成予想図 

 

 
 

商品構成の具体的な計画に関しては１０万㎡という規模を最大限に活かし、「欠落・不足し

ている商品の充実」、「新しい切り口の売場開発」、「コミュニティ機能の充実」を図ってま

いります。 

以下は具体策の一例ですが、今後全社員の英知を結集して阿倍野新本店の開業に向かって諸

施策を充実していきたいと考えております。 

 

①①①①欠落・不足している商品領域の充実欠落・不足している商品領域の充実欠落・不足している商品領域の充実欠落・不足している商品領域の充実    

客層幅の拡大を目指したエントランスマーケットへの対応として、ファッション関連にお

いて周辺の駅ビルなどに流れていたピュアヤング層向けの新しい専門業態開発の研究を行う

とともに、カテゴリーキラーや郊外ショッピングセンターに流れたファミリー層向けの子育

て支援サービスの開発を行ってまいります。また、家電、スポーツ用品等の商品については

専門店の直接導入も視野に入れ、再度取り組みを検討してまいります。 

また一方で、本来百貨店が持つ強みである対面販売や個客対応をさらに特化させ、個々の

お客様独自のニーズに対応するため、例えば「オーダーメード」を強化する等、衣料品だけ

でなく婦人洋品やリビング、雑貨まで様々な商品領域において全館規模でのカスタマイズ対

応を強化してまいります。 

  

②②②②新しい切り口の売場開発新しい切り口の売場開発新しい切り口の売場開発新しい切り口の売場開発    

お客様の暮らし方が成熟した豊かなものへと移行する中、例えばマーケットとしてますま

す注目される母と娘が一緒に楽しい時間を過ごしていただくための衣・食・住関連をトータ

ルに展開する新編集売場や、ご家族３世代でご来店いただけるよう、お子様やお孫さんと一

緒に家族全員で楽しんでいただけるような商品、飲食、サービスを融合した売場などそれぞ

れのライフステージに対応した売場を検討してまいります。 

  

③③③③コミュニティ機能の充実コミュニティ機能の充実コミュニティ機能の充実コミュニティ機能の充実    

新築部分には、集客装置として上層階の３層を使った日本最大級のレストラン街を構築す
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る方向で検討いたします。様々な店舗構成により百貨店のレストランの枠を超えた大阪の新

しいランドマークにふさわしいエンタテインメント型のレストラン街を目指してまいります。 

また、買物代行など付加価値サービスをつけた会員制サロンの設置や、文化サロンを拠点

としたサテライト施設との連携や各種スポーツの体験・体感型売場の導入等により、地域の

生活や文化の拠点となるコミュニティ機能の充実を図ってまいります。 

 

レストラン街イメージ 

 
 

 

(2(2(2(2))))地域中核店（上本町店、奈良店、橿原店、和歌山店、四日市店）地域中核店（上本町店、奈良店、橿原店、和歌山店、四日市店）地域中核店（上本町店、奈良店、橿原店、和歌山店、四日市店）地域中核店（上本町店、奈良店、橿原店、和歌山店、四日市店）    

      当社グループは、奈良、和歌山など主要都市の駅前に立地し、フルラインの品揃えが可

能な２万㎡から３万㎡の規模を持つ店舗を「地域中核店」と位置づけています。これまで地

域一番店として商圏のご支持をいただき当社の収益の基盤となっていましたが、近年の大型

ショッピングセンターの相次ぐ出店や商圏人口の減少、生活の簡素化や節約志向等により業

績は伸び悩んでいます。 

これらの店舗については、商圏にお住まいの方のニーズを改めてしっかり把握し、日々の

生活に密着した商品の品揃えを充実することによって、地域密着型百貨店として存続できる

ものと考えております。 

実際には、百貨店が得意とするジャンルについては自主編集売場の拡大によって当社主導

でフレキシブルに地域の特性に合わせた品揃えを実現し、一方専門店やカテゴリーキラーが

得意とするジャンルについては、専門店リーシングの手法でバリエーションを広げる方向を

考えております。 

近々の計画といたしましては、上本町店において２０１０年夏に新歌舞伎座が入居する新

商業施設「上本町ＹＵＦＵＲＡ」のオープンに合わせた全館改装を実施し、観劇に来られる

お客様に対応した商材を強化する一方、「上本町ＹＵＦＵＲＡ」に展開する新商業施設との

相乗効果によって地域のお客様の日常のお買いものの利便性向上も図ってまいります。 

また和歌山店では、隣接する「和歌山Ｍｉｏ」のリニューアルや消費者の低価格志向に対

応するため、ヤング対応の新規ブランドの導入や自主編集売場の拡大を軸とする婦人洋品売

場、婦人服売場の改装を行ってまいります。 

以上のような施策により、今後商圏内のすべてのお客様から期待される「地域中核店舗」

を目指してまいります。 

 

 (3)(3)(3)(3)郊外店（生駒店、枚方店、桃山店、桔梗が丘店、郊外店（生駒店、枚方店、桃山店、桔梗が丘店、郊外店（生駒店、枚方店、桃山店、桔梗が丘店、郊外店（生駒店、枚方店、桃山店、桔梗が丘店、東大阪店、東大阪店、東大阪店、東大阪店、草津店）草津店）草津店）草津店）    

当社グループは、大阪、京都都心部のベッドタウンに立地し、１万㎡から２万㎡程度の規

模でデイリー性のある百貨店商材を中心に展開する店舗を「郊外店」と位置づけています。

これらの店舗は、施設規模の制約や商圏人口の規模により販売効率に限界があること、また

国道沿いの路面立地や駅前再開発ビル等、立地条件や経済条件が多岐に渡ることから、一律

の施策で効率を上げていくことは難しい状況にあります。 
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今後、このような形態の店舗についてはそれぞれの店舗ごとに方向性を検討し、従来の事

業形態にこだわらず新たな店舗形態への転換を検討してまいります。 

 

(4)(4)(4)(4)専門店専門店専門店専門店集積集積集積集積施設施設施設施設（Ｈｏｏｐ、ａｎｄ、パッセ、スターアイランド、四日市駅前複合ビル）（Ｈｏｏｐ、ａｎｄ、パッセ、スターアイランド、四日市駅前複合ビル）（Ｈｏｏｐ、ａｎｄ、パッセ、スターアイランド、四日市駅前複合ビル）（Ｈｏｏｐ、ａｎｄ、パッセ、スターアイランド、四日市駅前複合ビル）    

 

上本町ＹＵＦＵＲＡ完成予想図 

当社グループは、標記の５ヵ所の専門店集積

施設を運営していますが、現状の消費不況の中

においても、ヤングからキャリア層をターゲッ

トに置く都心専門店集積施設は、来店客数も堅

調に推移しています。様々な年代層や顧客層に

対応するため、こういった専門店を集積する商

業施設の運営ノウハウはきわめて重要であると

認識しております。 

また、テナントと固定賃料的な契約を締結す

る専門店集積施設は、売上高が減少する局面で

も安定した収入を得ることができ、本業である

百貨店業を収益面で補完する機能を有しており

ます。今後当社といたしましては、現在運営す

る標記の施設について「強みと弱み」を再分析

し、新たな資本投下も含めて百貨店業態同様に

注力していく考えであります。 

また本年夏には、新歌舞伎座が入居する複合

ビル「上本町ＹＵＦＵＲＡ」内に新たに専門店

集積施設を出店します。この施設では、日常

性・利便性の高い商品を取り扱う店舗をはじめ

これまで上本町エリアにはなかった店舗や機能

を提供するとともに、新歌舞伎座にお越しにな

るお客様に気軽にご利用いただけるレストラン、

カフェなども充実してまいります。 

 

        

２．２．２．２．商品戦略の強化商品戦略の強化商品戦略の強化商品戦略の強化    

 

    当社グループは、営業力強化の一環として従来から商品力強化に取り組んでまいりました。

言うまでもなく商品力は小売業の要であり、同業他社や競合する異業種との差別化においてき

わめて重要な要素であります。当社グループといたしましては、今後さらなる商品力強化を目

指し、以下の４つの施策に取り組んでまいります。 

 

    (1)(1)(1)(1)ＭＤ統括本部主導のマーケティング、商品仕入れＭＤ統括本部主導のマーケティング、商品仕入れＭＤ統括本部主導のマーケティング、商品仕入れＭＤ統括本部主導のマーケティング、商品仕入れ    

当社は昨年５月にＭＤ統括本部を発足させ、従来店舗毎に実施しておりました取引先施

策、商品計画を一元管理することにより、取引条件の改定等を行ってまいりました。引き

続き、ＭＤ統括本部による一元管理体制のもとで、取引先の集約化による粗利益率の向上

や高値入率商品の開発を行い、収益の改善を図ってまいります。 

 

(2)(2)(2)(2)価格政策商品の開発価格政策商品の開発価格政策商品の開発価格政策商品の開発    

消費者の節約志向に対応するため、機能・品質・ファッション性などの付加価値とバラン

スが取れた「価格政策商品」を都心大型店および地域中核店に展開してまいります。昨年９

月からツープライス（１９，０００円、２９，０００円）のスーツショップである「ザ・ス

ーツプラス」を百貨店からみて川上に位置する取引先との協業により開発し、阿倍野本店を

皮切りに上本町店ほか４店舗に拡大展開いたしました。また、同様の手法で婦人スーツを 

１９，０００円、２９，０００円のお手頃な価格で開発し、阿倍野本店ほか３店舗で販売を

開始いたしました。これらの価格政策商品については「グッドプライス商品」として年間売

上高１００億円を目標に商品開発を推進してまいります。（２００９年度実績４０億円） 
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(3)(3)(3)(3)自主編集売場の拡大自主編集売場の拡大自主編集売場の拡大自主編集売場の拡大    

取引先依存の体質によってマーケットの変化に自主的に対応できない状況から脱却する

ため、社員が自ら商品企画、仕入、販売を行う自主編集売場を拡大いたします。これによ

り収益力の向上を図り、マーケットの変化に迅速に対応するとともに、自社社員の販売力、

仕入力の強化を図ってまいります。今年度からはこれまで阿倍野本店で展開していた「ミ

セスマート」、「トマトマート」等の主要な自主編集売場を上本町店ほかの地域中核店５

店舗にも拡大・展開しておりますが、今後は阿倍野本店および地域中核店５店舗において

自主編集売場の売上シェアを２０％まで引き上げていく計画です。（２００９年度シェア  

１１％） 

 

(4)(4)(4)(4)欠落アイテムの導入欠落アイテムの導入欠落アイテムの導入欠落アイテムの導入    

各店の商圏特性を把握し欠落アイテムの抽出を行い、新たな売場作りや専門店の導入を

検討してまいります。また、商社と連携した新商材の導入・開発をすすめてまいります。 

 

        ３３３３．．．．事業運営の効率化事業運営の効率化事業運営の効率化事業運営の効率化    

    

事業運営の効率化を図るため、本年２月末をもって旅行事業を廃止するとともに、外商部門

の効率化を図るため外販活動の見直しを行い、外販拠点の統廃合を行ってまいりました。 

今後は、物流業務の合理化や什器使用コストの削減等により店舗運営コストのさらなる低減

に取り組んでまいります。 

    

        ４４４４．．．．人事人事人事人事戦略戦略戦略戦略    

    

経営環境の変化に対応するため、人事制度および教育制度につきましても抜本的に見直し

てまいります。 

人事制度では現状の職位・階層を整理し、優秀な人材については早期に昇格、昇給を行う仕組み

とする一方で、厳格に降格・降給を適用する厳しい制度とすることにより、能力主義・成果主義の強化

を図ってまいります。 

また教育制度では、収支意識を高める教育、部門目標を達成するためのリーダーシップ教

育を導入するほか、他業態の有力企業に社員を研修派遣し、異業態のノウハウに触れること

によって当社の改革の中心となる人材を育成していきたいと考えています。 

    

５．近鉄グループとの連携強化５．近鉄グループとの連携強化５．近鉄グループとの連携強化５．近鉄グループとの連携強化    

    

            (1)(1)(1)(1)グループの事業戦略グループの事業戦略グループの事業戦略グループの事業戦略    

現在、近鉄グループでは「ＢＹ近鉄運動」をスローガンに、グループ各社による相互利

用の促進を図っておりますが、今後さらなる連携によって近鉄グループ社員の生活全般を

サポートする体制を確立してまいります。    

近鉄百貨店グループ各社においても当社同様に事業運営の効率化を図り、強固な収益体

質を構築してまいります。また、今後成長が見込める事業については積極的に経営資源を

投入し、グループ外への事業拡大を目指してまいります。 

    

(2)(2)(2)(2)カード戦略の強化カード戦略の強化カード戦略の強化カード戦略の強化    

近畿日本鉄道株式会社と共同で、２０１１年度を目途に新しい近鉄グループカードを開

発し導入いたします。このカードは、関西有数の企業集団である近鉄グループの強みを活

かした新しいポイントカードであり、今後この新グループカードの導入により、強力な顧

客の囲い込みを行い、安定的な集客確保を目指してまいります。また、お客様の買上履歴

等の情報を収集･分析し、販売促進方法の検討や品揃え計画に活用してまいります。 

 
６６６６．．．．新たな成長新たな成長新たな成長新たな成長戦略の模索戦略の模索戦略の模索戦略の模索    

     

国内市場は、人口減少や高齢化の進行により縮小傾向にあります。しかしながら、超高層

複合ビルである阿部野橋ターミナルビルの完成により、阿倍野地区の来街者は今後大幅に増

加するものと思われます。 
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また、阿倍野は関西国際空港からのアクセスも良く、海外からの旅行者の増加も期待でき

ることから、阿倍野新本店の足元である阿倍野地区は、まだ十分成長が期待できる地域であ

ると考えています。 

一方国内全般においては、市場縮小は避けられない状況と思われます。このような状況の

中で企業が持続的に成長していくためには、新たな事業に活路を見出して行く必要がありま

す。インターネット事業をはじめとする今後成長が期待できる事業については、さらなる資

本投下を含め当社グループ各社において積極的に取り組んでまいります。 

また、国内商圏が今後縮小していく中で、リーマンショック以降も堅調な経済成長を続け

る中国を始めとするアジア諸国は百貨店事業として大変有望なマーケットであり、それぞれ

の国、地域、市場について研究をすすめ、提携企業や出店立地等の諸条件が整えば具体的な

進出を検討していきたいと考えております。 

 

（以上） 

 

 


