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ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｶﾚｼﾞｪｯｽｷｰ 
（コード番号 8268東証第 1部） 
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広報室 シニアダイレクター 
氏 名 根津 保久 
T E L  03－3598－7760 

 
 

2005 年 12 月期決算報告 

 

 

 2005 年 12 月期決算につきましてご報告をいたします。 

 

１．2005 年度実績報告 

 当期の連結実績は売上高 9,971 億円、営業利益 12 億円、経常損失 61 億円、当期純損失

は 177 億円となりました。当期純損失には、退職給付債務償却約 31 億円、繰延税金資産取

り崩し約 31 億円、商品評価損約 20 億円が含まれています。尚、退職給付債務の償却は今

年度で完了いたします。この結果、期末の株主資本は 1,094 億円（＋1,083 億円）、有利子

負債 3,577 億円（－1,012 億円）、現預金 1,140 億円（＋232 億円）となりました。 

 

 当期の既存店売上高は第１四半期－7.1％と厳しい結果でしたが、24 時間営業の拡大や

効果的なプロモーションなど利便性やサービスの向上に努めた結果、第 2 四半期－2.0％、

第 3 四半期－1.4％、第 4 四半期＋1.8％と改善してまいりました。一方、利益面では差益

率が未達成となり前年を下回る結果となりました。 

 

＜2005 年度連結実績＞                   単位：億円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 

2005 年度実績 9,971 12 －61 －177

対前年比(差) －3.3％ －83 －66 －54

前年度実績 10,315 95 5 －123

 

 

2．2006 年度方針 

 2006 年度はお客様の目に見える売場やサービスの改善を積極的に行ってまいります。昨

年改装を実施した 15 店舗の改装後の売上は平均で前年比＋11.6％と好調に推移しており、

2006 年度は昨年の 4 倍にあたる 65 店舗の既存店改装を行う予定です。又、地域の特性に

合わせた品揃えの活性化・商品力の強化を更に進めてまいります。 

 これらの施策を進める為に、新しい組織体制の構築と人材の登用を行うことといたしま

した。65 店舗の改装を行う為にこれまで西友の店舗改装に実績のあるピーター・シャープ

SVP をリーダーとして「新ビジネス開発プロジェクト」を新設し、スピーディーに改装を

進める体制といたします。又、地域店舗の品揃えを強化する為に経験の豊富な萩原 SVP を

リーダーとして「地域 MD 活性化プロジェクト」を新設すると共に、商品本部 SVP にはウォ
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ルマート・インターナショナル商品部のトップであったリー・タッペンデンが着任いたし

ます。又、スムーズで効率的な商品流通(サプライチェーン)のために「サプライチェーン

統括本部」を設置し、カナダのサプライチェーンマネジメントを立て直したダグ・ダウス

トが SVP として就任します。 

 

 2006 年度の連結経営計画は売上高 9,660 億円（前年比－3.1%）、営業利益 66 億円（前年

差＋53 億円）、経常利益 0 億円（前年差＋61 億円）、当期利益－545 億円（前年差－367 億

円）を見込んでいます。既存店売上高は前年比＋1.0％を計画しています。連結売上高は

13 店舗の閉鎖予定と昨年売却した海外子会社が連結から外れる為、－3.1％を見込んでい

ます。又、当期損失には減損会計約 450 億円の特別損失を含んでおります。 

 

＜2006 年度連結計画＞                   単位：億円 

 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 

2006 年度計画 9,660 66 0 －545

既存店売上高前年比 ＋1.0％ － － －

対前年比(差) －3.1％ ＋53 ＋61 －367

 

 

 

3．第 51 期定時株主総会の主な議案 

本日開催いたしました取締役会において、第 51 期株主総会の議案を決定いたしました。そ

の主な内容は以下の通りです。 

 

① 指名委員会が指名した取締役候補者は以下の通りです。取締役は 3月開催予定の株主総

会において決定される予定です。 

 

取締役候補者 

氏名 新役職 備考 

渡邊 紀征 取締役会議長 重任 

エドワード・ジェームズ・カレジェッスキー 取締役 重任、CEO 

重松 宗男 取締役 重任 

中村 一夫 取締役 重任 

グレゴリー・ボイド・ペンナー 取締役 重任、社外取締役 

柳瀬 治 取締役 重任、社外取締役 

原田 永幸 取締役 重任、社外取締役 

マイケル・テリー・デューク 取締役 重任、社外取締役 

リンダ・マリー・ディルマン 取締役 重任、社外取締役 

ワン・リン・マーテロ 取締役 重任、社外取締役 

ローリン・リー・フォード 取締役 新任、社外取締役 

 

退任予定取締役 

氏名 旧役職 備考 

レイモンド・ジェファーソン・マカリスター 取締役  
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4．組織及び人事異動について 
 

 
この度、2月 17日付組織及び人事異動を決定いたしましたのでご報告いたします。 
 
お客様に更に支持いただけるサービスの提供及び品揃え活性化に向けて、積極的な店舗改装を進める為

の「新ビジネス開発プロジェクト」及び「地域 MD活性化プロジェクト」を新設いたします。又、スム
ーズで効率的な商品流通(サプライチェーン)のために「サプライチェーン統括本部」を新設いたします。 
 
 
本部主要人事 
 

シニアバイスプレジデント（SVP） 

 

新役職  氏名 
商品本部 SVP リー・タッペンデン Lee Tappenden 
地域 MD活性化プロジェクト SVP 萩原 政利 （はぎわら まさとし） 
サプライチェーン統括本部 SVP ダグラス（ダグ）・ダウスト Douglas Doust 
新ビジネス開発プロジェクト SVP ピーター・シャープ Peter Sharp 

 

 

バイスプレジデント（VP） 

 

新役職  氏名 
内部監査部 VP パブロ・ベロコピトー Pablo Belocopitow 
企業コミュニケーション部 
広報・渉外・社会環境担当 

VP ビリー・コール Billie Cole 

 

 

 
以上 
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参考．新任取締役及び SVP略歴 
 
【取締役候補】 
 氏名 ローリン・リー・フォード 生年月日 1962年 6月 22日 
 職歴 1984年 07月 ウォルマート・ストアーズ Inc.入社、 

物流センター（アーカンソー州シアウィ） 
 1989年 09月 同社 物流センター（アーカンソー州ベントンビル） 
   ゼネラルマネジャー 
 1992年 08月 同 オペレーション担当ダイレクター 
 1993年 05月 同社 専門事業部 オペレーション担当ダイレクター 
 1996年 02月 同社 グロサリー物流センター オペレーション担当 VP 
 2000年 07月 同社 ロジスティックス・運送・サプライチェーン担当 SVP 
 2003年 02月 同社 ロジスティックス・運送・サプライチェーン担当 EVP（現任） 
 
【新任 SVP】 
 氏名 リー･タッペンデン  生年月日 1970年 05月 10日 
 職歴 1992年 08月 モービル・オイル（UK）入社 

1996年 08月 アズダ入社（1999年ウォルマート子会社となる） 
2001年 07月 ウォルマート・ストアーズ Inc.、 
  ウォルマート・インターナショナル  

グローバルソーシング 生鮮食品担当マネジャー 
2003年 07月  同 グローバルソーシング 食品担当 VP 
2004年 10月  同 グローバルソーシング 食品・消耗品担当 VP 
2005年 05月  同 グローバルソーシング 食品・消耗品・ハードライン・住居用品・

   季節用品・衣料品担当 VP 
2006年 02月 株式会社 西友 商品本部担当 SVP 

 
 氏名 ダグラス・J・ダウスト  生年月日  1946年 X4月 16日 
 職歴 1968年 06月 トーマス・J・リプトン入社 
 1979年 02月 グレート・アトランティック＆パシフィック・ティー入社 
   倉庫・配送担当 VP 
 1992年 03月 Tイートン入社、ロジスティックス担当 VP 
 1998年 07月 ウォルマート・カナダ入社、サプライチェーン担当 VP 

2006年 02月  株式会社 西友 サプライチェーン統括本部 SVP 
 
 氏名 ピーター・シャープ       生年月日 1967年 01月 04日 
 職歴 1985年 01月 Kマート（オーストラリア）入社 副店長 
 1988年 02月 ビヴァン・マネジメント・システムズ入社  
   ショッピングセンターマネジャー 
 1993年 05月 クイーンズランド・インベストメント・コーポレーション入社 
   リテール・プロパティ・マネジャー 
 1995年 02月 デュタ・ウィサタ・ロカ（インドネシア）入社 
   テナント/リーシング/モール運営/マーケティング担当ゼネラルマネジャー 

 1997年 02月 ウォルマート・ストアーズ Inc.入社、 
   ウォルマート・インターナショナル アジア開発担当 VP 

2002年 04月  同 西友フィージビリティ・スタディ・チーム（来日） 
2003年 01月  同 日本開発担当 VP 
2006年 02月  株式会社 西友 新ビジネス開発プロジェクト SVP 

 
    *EVP=エグゼクティブ・バイス・プレジデントの略 
    *SVP=シニア・バイス・プレジデントの略 
    *VP=バイス・プレジデントの略 


