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中期経営計画「OHTORI PENTACROSS PLAN」策定のお知らせ 
 
当社は、今期より始まる３ヵ年を計画期間とする新中期経営計画を策定し、スタートいたしました

のでお知らせいたします。 
 

記 

 

１．名 称      「OHTORI PENTACROSS PLAN」 

         ～５本柱によるあらたな創造のステージへ～ 

 

２．期 間    平成２１年４月 ～ 平成２４年３月 

 

３．計画概要 

（１）５つの事業部門を柱とし、より安定的な事業構造を確立いたします。 

（２）各事業部門間のシナジー効果と新規事業領域への果敢なチャレンジにより、グループ収益基

盤のさらなる強化発展を図ります。 

（３）経営環境・社会通念の変化に対応し、強靭で透明性のある企業体制を目指します。 

 

 ※計画概要は別紙をご参照ください。 

 

以 上 
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■中期経営計画概要

■バックヤード戦略
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■  CONTENTS

■各事業概要



ペンタクロス：PentaCross（五芒星）

パーキング事業

リセール事業

ファクタリング事業

繊維事業

オートリグループが柱とする5つのコア事業を表しています。
星形の頂点は、各事業が広く伸びゆく将来像を表現し、互いに交差
（Cross）する直線は、事業それぞれがそのシナジー効果によって
グループの基盤をより強固なものとしてゆくさまを示しています。

・5つの事業を柱とし、安定的な事業構造を確立する
・各事業部門間のシナジー効果により、収益基盤を強化発展させる
・社員ひとりひとりが変化に対応し、チャレンジ精神を発揮する

わたしたちは、起業家精神を大切にして
成長と発展をたゆまず追求し

社会に誇れる企業となることを目指します

1. お客さまの信頼と満足を得る商品とサービスを提供します
2. 時代の変化を先取りし、健全な事業の発展をはかります
3. 個性とチャレンジ精神を尊重し、人を活かすことに努めます

1. お客さまとのコミュニケーションを大切にし、信頼を築きます
2. 環境の変化に柔軟に対応し、迅速に行動します
3. 法令の遵守と良識ある行動により、社会的責任を果たします
4. 反社会的勢力との一切の関係を遮断します

90年の歴史と伝統をもつ祖業。
織布中心からファブレスメーカーへ
の転換をはかります。

既存ノウハウを生かし、
業務代行・受託事業の
新領域に挑戦します

●３年間で目指すもの・１

生産性の追求、顧客
サービスの充実、開発の
拡大により収益向上を
目指します

甲南チケット、【D&S】店舗の
認知度を高めます

業務代行事業経　営　理　念

経　営　方　針

行　動　指　針

Ohtori
Group

ファクタリング、
金融

■  VISION・Ⅰ
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●３年間で目指すもの・２
・経営資源の有効活用および各事業部門の発展と相乗効果により
　収益基盤を強化し、最大限のリターンを目指す

㈱甲南チケット
（金券ショップ）

㈱リンクスタッフ東京
（ビル管理サポート）

㈱オートリデニム
（デニム生産）

配当継続

127期
純 利 益

410百万

■  VISION・Ⅱ

外部調達

人材

ノウハウ

アライアンス

経営資源

日本ホテルファンド㈱
（ファクタリング）

純 資 産
7,900百万

ＲＯＥ
5%以上

労働生産性の
　　向上

パーキング事業

繊維事業

リセール事業

業務代行事業

ファクタリング事業純資産の増加
8,200百万
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■コストの高騰

■慢性的な低収益体質
・販売の低迷

・エネルギーコスト
・原材料

・設備メンテナンス

・グループ全体収益への影響

・価格転嫁が困難

■技術承継の限界
・管理職層の高齢化

・若年層労働者の不足

■織布中心から多角化へ

■提携事業の強化

■販売事業の安定化

～賃織からファブレスメーカーヘ～

～川上から川中、川下への展開～

・ファッションメーカーとの共同事業に
　よるフランチャイズビジネスへのシフト

・㈱オートリデニムとの提携による
　　　　　　生産技術の承継

・自社デニム生地主体から
　　　　　　あらゆる生地生産への展開

・加工品販売仲介業務の強化

～既存アライアンスを
　　　　　　　　活かした収益力向上～

・仕入れ代行事業の強化推進

・店舗代行事業の提携強化推進

■  繊維事業
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【124期】

　規模　　　100ヵ所
総車室数　1,388車室

●規模の拡大と採算チェックによる収益向上

●駐車場形態・ヴァリエーションの多様化

●顧客サービス強化による稼働率向上

車室の増強と
　　規模の拡大

顧客サービスの向上

■  パーキング事業

駐車場スペースの
有効活用による
資産価値の向上

有人管理駐車場による
運用受託の拡大個別の採算チェックと

　　コスト削減

　規模　　　200ヵ所
総車室数　2,200車室

【127期】

競合の激化
自動車業界の変化

Ｍ＆Ａによる
　駐車場運営会社の取得
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●グループシナジー効果による事業の安定化

●甲南カードの展開

●多様な可能性（新市場）へのチャレンジ

■  リセール事業

高収益率商品の安定稼働
店舗・ネット販売網の充実

仕入スキームの安定化

124期
ネットショップ展開

新仕入スキームの開発

新商品導入＋既存商品拡大

127期

金・プラチナ、タバコ

オークションショップ
ショップ事業の

基盤整備・構築

　

グループ基幹収益事業

として確立

リセールショップ展開

5

ブランドレンタルショップ

切手、宝くじ、物品



■  業務代行事業
●カード催事サポートで培った実績・ノウハウをベースとした新領域への展開

■カード獲得特化型の
　　　　　　　サポート事業

・遠隔地営業代行業務

・全国ネットワークでの催事サポート

・カード獲得プロモーション事業

・親会社からの受託依存型

■クレジット特化型
　　　サポート事業からの脱却

・自治体からのパブリックビジネス受託拡大

・ビジネスモデルの抜本的転換

・ビル管理業務の受託

・コールセンター事業への進出

法令改正
環境の変化

労働者派遣法への対応

■新たな事業分野からの受託開発

・派遣労働者受入期間

・派遣先の講ずべき措置

ビジネスサポート事業の現況

カード業界における環境変化

・量から質への転換

・法規制に伴う市場の縮小 事業構造の転換
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■  新規事業開発

融資・保証事業

・協調融資

投資事業

・取引先への融資

・取引先への融資保証

・ファンド出資

■ ファクタリング事業

○旅行クーポン券、旅行バウチャー券

○診療報酬債権

今期までのおもな事業

○ファクタリング事業から派生する
取引先への融資事業　

●受託事業依存から脱却するための新規事業開発戦略

３年間で目指すビジネスモデル
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新・行動指針

ステークホルダー戦略

組織・人事戦略

内部統制

IT・システム戦略

●経営環境・社会通念の変化に対応する

●強靭で透明性のある企業体制を目指す
●社内インフラの整備強化をはかる

～事業戦略に基づくIT投資　－　基幹システムの開発・IT機器導入～

【全社におけるITガバナンス（規程）、スキルの向上】

【情報の徹底管理による、漏洩リスクの回避】

～タイムリーなディスクローズと
　　　　　　　　　　長期的な友好関係の構築～

【配当の継続】【安心、満足の提供】【IR情報のタイムリーな開示】

～「受け身型の教育・訓練」から「能動型の自覚・自立」へ～

【コストと実績に連動した機動的な配置】

【ヒューマンリソースマネジメントによる中長期的な視点で業績貢献できる人材の育成】

～内部統制システムの強化～

【コーポレートガバナンスの向上】

【内部統制の強化】

～行動指針～

【2. 環境の変化に柔軟に対応し、迅速に行動します】

【1. お客さまとのコミュニケーションを
　　　　　　　　　　　　　大切にし、信頼を築きます】

【4. 反社会的勢力との一切の関係を遮断します】

【3. 法令の遵守と良識ある行動により、
　　　　　　　　　　　　　社会的責任を果たします】

■  バックヤード戦略
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　～　ヒューマンリソースマネジメント
・生産や利潤の最大化を目的とした教育的投資を実施するとともに
　あらゆる角度から人材マネジメント整備をする
・従業員の経験値・習熟度に適合したビジネス活動のためのスキル
　アップ施策を計画的に実施する
・成果に対する多面的な評価手法を確立する

変化対応型、スピード感のあるコンパクトな組織の志向
～　分業型から業務一貫型へ　～
・各ポジションにおける責任の明確化
・「受け身型の教育・訓練」から「能動型の自覚・自立」へ

人材の効率的配置
～　実績とコストに連動した機動的な配置　～
・適材人事と育成型ローテーション
・マネジメントスキルの醸成と業務スペシャリストの養成

成果重視型処遇制度の導入
～　中長期的に業績貢献できる人材の育成　～
・経営理念・価値観・ヴィジョンの共有

HRMによる
「人が育つ経営システム」づくり

■  組織戦略
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・配当の安定的継続

・タイムリーでわかりやすい
　IR情報の提供

■株主さま■

■従業員■

・職務能力の向上と
　　　　人格能力の向上

・仕事を通じて成長するという
価値観の共有

■取引先■

・当社事業とのシナジー

・取引メリットの提供

■お客さま■

・変化する市場に対する
サプライチェーンの敏速な対応

・便利、安心、満足の提供

■  ステークホルダー戦略

■金融機関■

・安定的な取引関係の継続
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■社会との
　　　かかわり■

・コンプライアンスの遵守
・積極的に守るべき企業倫理

CSR（企業の社会的責任）の実践
L



本資料には、当社および当社の関係会社に関する事項およびその業績等にかかる

見通しが含まれておりますが、本資料作成時点における弊社の予測であり、今後

の事業運営、経済情勢や市場その他の環境要因等に変動する可能性があります。
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