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平成20年4月14日 

各 位 

会社名  株 式 会 社 松   屋 

代表者名 代表取締役社長 秋田 正紀 

  （コード番号 8237 東証第一部） 

問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部担当部長 

武藤  勝 

（ＴＥＬ．代表03－3567－1211） 

 

「成長力拡大３ヵ年計画」について 

 

Ⅰ.「成長力拡大3ヵ年計画」策定にあたって 

 

 当社グループでは、2005年に策定した「成長基盤確立 3ヵ年計画」に基づき、百貨店業にお

けるファッション部門の強化や買廻り性の向上を企図したゾーニングの見直し、重要子会社の持

株会社体制への移行等、営業基盤強化に向けた取り組みや経費構造改革等の諸施策を実施しまし

た。その結果、2006年度には連結、単体ともに過去最高の営業利益を達成することができまし

た。 

2007年度は、サブプライムローン問題に端を発した株式相場の下落、原油高騰による消費財

の価格上昇等を背景にした消費心理の冷え込み等から、秋以降の業績が減速し、営業利益目標に

は僅かに及びませんでしたが、売上高は3期連続の増収を確保した上、重要な経営課題の一つで

あった浅草支店の単店舗黒字化を達成する等、一定の成果を収めることができました。 

一方、最近の百貨店業界における大規模な経営統合や銀座地区での相次ぐ増床計画等、当社

グループを取り巻く環境は大きく変わろうとしています。このような中、当社グループが勝ち残

っていくためには、「成長基盤確立3ヵ年計画」で得た成果と反省を基に、新たな成長戦略を描

き、企業価値の向上を図っていくことが必要であると考えます。そこで、この方向性を具現化す

るため「成長力拡大3ヵ年計画」を策定しましたので、その概要をお知らせします。 

 

 

Ⅱ.計画の概要 

 

○期 間 2008年度～2010年度 

○重点経営目標指標           連 結     単 体 

         営業利益            ２９億円    ２１億円 

    ＲＯＡ（営業利益／総資産）   ５．０％    ４．０％ 

    有利子負債残高        １６０億円       -― 

＊当社グループは、グループファイナンス（資金の一元管理）を行っていますので、 

有利子負債残高は連結ベースの数値を指標としています。 
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Ⅲ.基本方針 

 

1.グループ理念 

当社グループは、「生活文化創造集団」を理念として掲げています。すなわち、百貨店事業を

核に、常にお客様の生活意識を捉え、鮮度に敏感な情報発信地として、上質で洗練された都市生

活者のライフスタイルを提案する企業グループを目指して歩んできました。本3ヵ年計画におい

ても、この理念を念頭に置きながら、広く社会から信頼される企業グループを目指し、「松屋ブ

ランド」の価値向上を図っていきます。 

 

2.中長期の方向性 

 「松屋ブランド」の価値の源泉は、銀座本店にあると認識しています。2001年の銀座本店の

リニューアルは、その後の相次ぐ大型ブランドショップ出店の契機となり、銀座地区活性化の流

れをつくりました。また、最近は同業他社の増床計画が発表される等、ファッションビジネスに

携わる業界にとって、銀座に店を構えることの意義は益々大きくなっています。 

 銀座本店は、80年余に亘り、上質で洗練されたお客様のライフスタイルの実現をサポートし

てきました。銀座地区内での競争が激化する中で、今後もこの役割を永続的に果たし、中長期的

に地域一番店を確固たるものとしていくには、お客様や地域との関係の一層の緊密化を図りなが

ら、特色ある店づくりを行っていくことが不可欠であると考えます。更に、新たな成長機会の布

石として資産の有効活用の研究等も進め、「松屋ブランド」の価値を磐石にしていきます。 

また、グループ各社においても、それぞれが持つ強みに更に磨きをかけることで独自性を発揮

し、グループ一体となって企業価値の向上を目指していきます。 

 

3.基本方針 

 本3ヵ年計画の役割は、前3ヵ年計画で確立された「成長基盤」を基にグループの発展を

維持拡大するものであります。そのためには、銀座地区の変化に対応した銀座本店のあり方、

更なる財務体質の強化、グループ各事業の基盤整備と経営の効率化等の課題に対し、取り組

みを進めていくことが必要であると考えます。このような認識の下、本3ヵ年計画の基本方

針を以下の5つとします。 

 

1) スペシャリティの追求による松屋ファンの拡大 
2) キャッシュフローの重視による財務基盤の強化 
3) 事業再編によるグループ力の向上 
4) コーポレート・ガバナンスの強化 
5) ステークホルダーとの信頼関係の強化 

 

 

 

 

 



 3 

 

Ⅳ.基本方針の実現に向けて 

 

1.スペシャリティの追求による松屋ファンの拡大 

  銀座、浅草それぞれの店舗に求められた使命と役割を強く意識し、お客様の期待を上回る上質

な商品、サービス、情報を松屋のこだわりと意志に基づき提供することで、その地域にふさわし

い個性豊かで存在感のある百貨店を目指します。 

  

1)銀座本店 

・創業 140周年を迎える 2009年秋までに、衣・食・住・趣にわたるマーチャンダイジングを

銀座にふさわしいグレードおよびテイストに統一し、高品質・高感度な商品を提供すること

で、お客様のご期待に応えていきます。 

  ・日本初・百貨店初等の新たな商品の展開によって情報発信力を強化するとともに、松屋のお

すすめする戦略商品「リコメンド Ｍ」をこれまでの120アイテムから200アイテム以上へ

拡げることで、松屋の独自性を追求し、顧客満足の向上を図っていきます。 

・顧客起点の発想によってサービス力の向上を図ります。具体的には、高度な販売知識の修得

やお待たせしないサービス環境の整備等、お客様の声を重視した販売体制の構築に努めてい

きます。 

  ・お客様に利点の多い松屋カードの新規会員獲得を強化するとともに、会員向けの情報やサー

ビスを充実させ、松屋ファンの拡大に努めていきます。 

 

 2)浅草支店 

  ・前3ヵ年計画では、目標としていた単店舗黒字化を達成することができました。引き続き効

率的な店舗運営を図り、収益性の向上に努めていきます。 

  ・百貨店らしさを打ち出し、周辺地域の商業施設との差別化を図るため、化粧品・食品ゾーン

のリニューアルを行います。 

  ・近隣のお客様の利便性向上のため、駐輪場等の諸施設を整備する等、優しい店づくりを目指

していきます。 

  ・2011年の新東京タワーの開業を見据えて、地域団体や住民の方々とともに、浅草地区活性

化のための準備、研究をしていきます。 

 

 3)外販事業部 

  ・営業体制強化のため、新たに顧客開発担当を設け、法人ならびに法人内個人の新規顧客獲得

を積極的に行っていきます。 

 ・口座の稼動状況に応じた営業体制を整備し、ロイヤルカスタマーとの密着度を高めて高効率

な営業活動を実践していきます。 
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2.キャッシュフローの重視による財務基盤の強化 

 営業活動によって創出されるキャッシュフローの極大化、経費構造改革の更なる推進、グルー

プファイナンスによるグループ資金の効率化等によって、財務基盤の強化を図ります。 

 これらにより生み出したキャッシュフローで営業力強化等に向けた投資を行う一方、有利子負

債削減に積極的に取り組んでいきます。 

 

1)投資計画  

銀座本店を中心に顧客満足と競争力の向上を目的とした営業投資および施設投資を行い、

あわせて業務の効率化を推進するためのシステム投資を実施していきます。グループ全体で

は、3ヵ年で総額50億円の投資を計画しています。 

  【具体的投資案件】 

 百貨店業 飲食業 その他事業 合計 

営業投資 １８億円 ５億円 1億円 ２４億円 

施設投資 １２億円 ２億円 ― １４億円 

システム投資 ５億円 ２億円 ― ７億円 

その他の投資 ５億円 ― ― ５億円 

合計 ４０億円 ９億円 1億円 ５０億円 

 

  2)有利子負債の削減     

財務基盤の強化のため、投資以外の資金は有利子負債の削減に充て、有利子負債依存度の

低減を図ります。2010年度までには連結有利子負債を40億円削減し、160億円を目標としま

す。 

【連結有利子負債】 

2007年度末有利子負債残高 ２００億円 

（有利子負債依存度） ３６.０％ 

3ヵ年削減額 ４０億円 

2010年度末有利子負債残高 １６０億円 

（有利子負債依存度） ２９.０％ 

 

3.事業再編によるグループ力の向上 

各事業の特性を見極め相乗効果が見込まれる事業については再編等を行うことで、グループと

しての成長を持続し、一層の収益拡大を目指します。 

 

1)飲食業 

飲食業を営むアターブル松屋グループは、営業形態の異なる各事業部門の責任、権限を明確

化するため、2006年 4月に㈱アターブル松屋（現㈱アターブル松屋ホールディングス）を会

社分割し、持株会社体制へ移行しました。その後、業績は順調に推移していますが、今後は、

主力事業である婚礼宴会事業および「エノテーカ ピンキオーリ」ブランドを頂点としたイタ

リアンレストラン事業に経営資源を集中し、一層の収益力の拡大を図っていきます。 
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  2)ビル総合管理業 

   ビル総合管理業を営む㈱シービーケーと装飾業および広告宣伝業を営む㈱エムアンドエー

を2008年3月に合併しました。両社の強みである商業施設に関する情報や営業ルートを共有

化することで、営業力の強化、ビジネスチャンスの拡大を図り、業績の拡大を目指します。 

 

3)輸入商品卸売業 

   2008年4月、輸入商品卸売業を営む㈱スキャンデックスより、「ストッケ」ブランドを扱う

㈱ストッケジャパンを会社分割により新設しました。今後、両社は「ストッケ」、「イッタラ」、

「レ・クリント」の主力３ブランドに経営資源を集中し、各ブランドの価値向上を図り、新た

な顧客開拓を行っていきます。 

 

4.コーポレート・ガバナンスの強化 

  当社は、企業価値の向上を図るため、経営改革の一環として2006年に「指名・報酬委員会の

設置」、「役員報酬制度の見直し（業績連動報酬制度の導入、役員退職慰労金制度の一部廃止

等）」を実施しましたが、更に企業価値のより一層の向上を図ることを目的に、当社およ

びグループ各社を対象とした役員制度改革に取り組みます。 

概要としては「経営の意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、業務執行の責任や

役割を明確にするとともに、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の迅速な業務執行により、効

率的な経営の実現と競争力の強化を目指します。 

※2008年4月14日開示のリリース「コーポレート・ガバナンス強化に向けた役員制度改革に関

するお知らせ」に詳細を記載しています。 

 

5.ステークホルダーとの信頼関係の強化 

これまで、当社グループに関わるステークホルダーに広く信頼される企業を目指し、コンプラ

イアンスや内部統制等の体制づくりを強化してきました。 

引き続き、お客様に対しては安心・安全を徹底した商品・サービスの提供、株主に対しては昨

年設置したコーポレートコミュニケーション部を中心とした積極的な対話の推進、社会に対して

は地域への貢献を念頭に置いた事業展開や省エネルギー等の推進と地球環境の保全への取り組

み等によって、ステークホルダーとの信頼関係の一層の強化を図っていきます。 
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Ⅴ.基盤整備のための諸施策 

 

1.営業力強化のための基盤づくり 

1)売れ筋商品の確保、販売機会ロスの防止に向けた体制 

①商品情報システムの導入と活用 

  2005年に導入した顧客情報システムによるデータの活用は、顧客分析や買廻り性の向上等

において一定の成果を収めることができました。今後は、新たに導入する商品情報システムと

の連動により、データの分析精度を向上させ、MD政策、販促活動、あるいはお客様との関係

の緊密化等に活用することで営業力の強化につなげていきます。 

②お取引先との関係強化 

 従来から、お取引先とは「共存共栄」の方針の下、良好な関係を維持してきました。今後と

も情報の共有化や業務の効率化等、双方がメリットを享受し、WIN－WINの関係であるべく、

信頼関係の強化を図っていきます。 

 

2)サービス力の向上 

 これまで、お取引先販売員を含めた教育体系の整備やサービス関連部署の組織再編を実施し、

顧客満足の向上に努めてきました。更に、本年4月には新POSシステムを導入し、お客様をお

待たせしない体制づくりを推進します。今後もサービス力の向上を重点課題とし、サービス評

価制度の導入等を進めていきます。また、日々のお客様との接点に加え、カード会員へのイン

タビューや来店客調査等を実施することにより、お客様のご要望を集め、おもてなしの充実を

図っていきます。 

 

2.人材育成機能の強化 

個々のキャリア、スキルに応じた教育制度や外部アセスメントの導入等によって、きめ細かな

育成プログラムを作成し、販売、仕入れ、サービス等の各分野において、より専門能力の高いプ

ロ人材を育成していきます。 

また、役割に応じた人事賃金制度、評価制度を導入することにより、求める役割と処遇との関

係を明確にし、これを能力開発システムとも連動させることで人材育成機能をより強化していき

ます。 

更に、従業員のワークライフバランスの実現に向け、次世代育成支援等の諸施策を進め、多様

な働き方を支援し、より働きやすい環境づくりも行っていきます。 

 

3.人材配置の最適化 

全従業員を対象に実施した職務分析を基に、業務の標準化と効率化を進めていきます。具体的

には、各業務運営の仕組みを見直し、仕事の質と量に基づいた各人の役割分担を明確にすること

によって、組織、要員の見直しを含めた人材配置の最適化を図ります。これらを実現することに

より、販売、サービスに専念できる体制を強化するとともに、生産性の向上を目指していきます。 
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Ⅵ.利益計画 

 

 営業利益は、2010年度に連結で 29億円、単体で 21億円を目標とします。売上総利益率の改

善や継続的な経費構造改革の推進等によって、更なる収益性の向上を図るとともに、前3ヵ年計

画に続き、資産効率の改善を進めていきます。 

 

【連結】                                            （単位：百万円） 

  2007年度 2010年度目標 増減 対比 

売上高 97,598 102,000 ＋4,402 104.5% 
売上総利益率 27.4% 27.7% ＋0.3% ― 
営業利益 2,083 2,900 ＋817 139.2% 
営業利益率 2.1% 2.8% ＋0.7% ― 
ROA 3.7% 5.0% ＋1.3% ― 

 

【単体】                                            （単位：百万円） 

  2007年度 2010年度目標 増減 対比 

売上高 81,698 85,000 ＋3,302 104.0% 
売上総利益率 24.0% 24.3% ＋0.3% ― 
営業利益 1,555 2,100 ＋545 135.0% 
営業利益率 1.9% 2.5% ＋0.6% ― 
ROA  3.0％ 4.0％ ＋1.0% ― 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


