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前中期計画の振り返り 
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前中期計画では、コレクション事業の安定的な成長に加えて、新事業モデ
ルの立ち上げと拡大を見込んでおりました。初年度は、増収増益を確保し
たものの、その後の2年は減収減益という結果となりました。 

(単位：百万円) 

前中期計画の振り返り １ 1.実績 
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      前中期計画3ヵ年の実績 
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■コネクション・システムの進捗について 

◇システム構築に取り組んできたが、顧客や市場環境の急激な変化に内容の見直しを実施。 

◇第46期より新たな組織体制での導入を検討。 

■コラボレーション･システムの進捗について 

◇「幸福のチョコレート」カタログや「しあわせの母の日」カタログなどを実施。 

◇第46期より、新たに「食」にフォーカスした新規事業と位置づけ、組織体制を強化。 

前中期計画の振り返り 1 2.コレクションと2つの新事業モデルについて 
 

コレクションと2つの新事業モデルについて 

■コレクション事業モデルの状況について 

◇前中期計画1年目は、顧客数が順調に推移し、増収増益を達成。 

◇2年目以降は、顧客の獲得、定着率が低下。衣料品の売上構成比が下がり購入単価が低下。 

◇長期継続予約型商品の投入等により顧客継続の安定化を図っている。 
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「新中期経営計画」 
 

当社を取り巻く環境 
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生活者の価値観・行動の変化をとらえた、新しい価値提供の必要性 

さまざまな環境変化に適応しながら 
永続的発展を実現するための経営構造進化の必要性 

  

デジタル化の進展に 
伴なうマーケティング手法 

の多様化 

中国・アジア市場の拡大
と 

超巨大新興市場の出現 

高齢化社会の進展に伴う
新しいマーケットの出現 

Eコマース市場の拡大 

少子化に伴なう人口減少
による国内市場の縮小 

長引く不況に伴なう 
生活者の消費意欲の変化 

生活者の役割意識の 
高まり 

当社を取り巻く環境 ２ 
 

生活者の社会的意識の
高まり 
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今後の目指すべき方向性 
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今後の目指すべき方向性 ３ 
 

『提供価値の進化・革新』 

企業の永続的発展の観点から「顧客との長期継続的な関係構築」を 
最重点課題とし、提供価値構造の進化・革新に取り組んでまいります。     

6年後 

3年後 

現在 

 

コレクション事業モデル 

 
新事業モデル「しあわせ
生活プログラム」の開発 

 コレクション事業モデル
の強化 

 
新事業モデル「しあわせ
生活プログラム」の中核
事業化 

 
強化されたコレクショ
ン事業モデル 

新事業(ファッション) 

 

新事業(フード) 

新事業(ファッション) 

 新事業(フード) 
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中長期経営方針 
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新事業モデル「しあわせ生活プログラム」の開発 

 

長期継続的関係を持つ顧客数の増大 

収益構造の強化 

「1000万人で未来を変える」プロジェクト 

中長期経営方針 ４ １.取り組むべき重点課題 
 

長期的視点での新しい成長事業の育成 

マネジメントシステムの進化 

提供価値の進化・革新による事業構造の強化 

「永続的発展のための経営構造の進化」 

コレクション事業モデルの強化 
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中長期経営方針 ４ ２.取り組むべき課題  提供価値の進化・革新による事業構造の強化 
 

    ■新事業モデル「しあわせ生活プログラム」の開発 

     ◇生活者の人生・生活・人間関係・社会という関心領域における様々な課題の解決や想いの実現を提供する    

       事業モデルであり、その価値提供に必要な商材、情報、サービスを編集し、複合商品として、同時・継続的に  

              提供する新しい価値構造を持った商品を開発してまいります。 

  ■「1000万人で未来を変える」プロジェクト 

   ◇当社の理念「ともにしあわせになるしあわせ」を直接的に具現化する活動であり、より良い人生・生活・人間関 

    係・社会でありたいと願う生活者の想いを共有化し、実現に向けて価値共創する「生活者・オーソリティー・ビジ 

    ネスパートナーのネットワーク」により実現してまいります。 

提供価値提供価値のの進化進化・・革新革新  

によるによる事業構造事業構造のの強化強化  

   ■コレクション事業モデルの強化   

          ◇個々商品のコレクションコンセプトの強化、長期購入予約型商品及び年間予約型商品の企画を拡充し、取り扱 

       う商品の継続力の強化を図ってまいります。 

長期継続的関係長期継続的関係をを持持つつ  

顧客数顧客数のの増大増大  

  ■長期継続顧客を優先する販売・プロモーションの強化 

  ◇長期購入予約型商品など継続購入価値の強化されたコレクション商品や新しく開発する「しあわせ生活プロ 

    グラム」の販売・プロモーションを重点的に実施し、長期継続顧客の構成比を向上してまいります。 

  ■顧客接点の多様化と対象市場の拡大 

  ◇新規顧客の拡大について、団体・集団との提携販売など顧客と出会う接点の多様化を図ると共に、購入方法 

    やプロモーションの多様化を図り新規顧客の獲得を推進します。 

  ◇コレクション事業モデルをグローバルに展開し、アジア地域への進出を計画しています。 

  ■総合インフラとしてのWEB機能の強化 

  ◇WEBを単なる受注ツールとしてではなく、総合的な事業インフラへと機能を進化させ、当社の事業モデルを  

       100％WEBベースで展開するべく、機能の整備を実施してまいります。 

■中核事業の基盤強化 

  ◇従来の事業ブランド体系を見直し、コレクション事業モデルと新事業モデル「しあわせ生活プログラム」を中核 

    事業に位置付け、ブランディング活動を強化してまいります。また、注文以降の各ステップにおける基本サー 

    ビスの充実を図ってまいります。 
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中長期経営方針 ４ 3.取り組むべき課題 「永続的発展のための経営構造の進化」 
 

収益構造収益構造のの強化強化  

 

■長期継続顧客維持獲得のための低単価化シフトを支える収益構造の実現 

 ◇管理会計の整備によるコスト構造の見える化と生産性向上に向けたPDCAサイクルを実施してまいります。 

  ◇バリューチェーンの活動ごとの固定費の変動費化及びコスト削減を実施してまいります。 

  ◇IT企画機能の強化による情報システムの全体最適化及び投資効率の向上を目指してまいります。 

マネジメントシステムマネジメントシステム  

のの進化進化  

長期的視点長期的視点でのでの新新しいしい
成長事業成長事業のの育成育成  

 

■市場環境に適応した事業構造の進化 

  ◇企業の永続性視点から、市場環境に適応した事業構造を維持すべく、新規事業の開発・育成プロセスを  

   整備し、事業開発・育成の為のサポートを図ってまいります。 

    ・haco.事業をベースにしたファッション領域における新事業の構築を実施してまいります。 

    ・マーケットプレース事業をベースにした食品領域における新事業の構築を実施してまいります。 

 

 

■中期経営計画を実現する組織基盤の強化 

 ◇人と組織の発達を目的とした「フェリシモ発達人事制度」を始め各種マネジメント制度を改革し、人材 

   の獲得・育成を行うなど中長期計画を推進する組織の活性化に努めてまいります。 

   ◇J-SOX、国際財務報告基準（IFRS）など各種法律・制度(会計制度)に的確に対応し、迅速かつ正確に財務 

   情報を把握し開示することで、上場企業としての責務を全うしてまいります。 
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中長期経営方針 ４ 4.中期的に取組む重点課題の構造 

長期的視点での新しい成長事業の育成 

収益構造の強化 

マネジメントシステムの進化 

提供価値  
の進化・革新 

経営構造  
の進化・革新 

新事業の創出 

新事業の創出 
新事業の創出 

「1000万人で未来を変える」 
プロジェクト 新事業モデル「しあわせ生活  

プログラム」の開発 
コレクション事業モデル

の強化 
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将来3ヵ年の数値計画 
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中長期経営方針に基づき、3ヵ年は安定した成長を目指し、平成25年2月期

には売上高54,929百万円、経常利益3,192百万円を達成する計画 

将来3ヵ年の数値計画 5 
 

(単位：百万円) 

１.数値計画（連結） 
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本資料の数値を含む業績予想に関しては、決算発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想と異なる可能性があります。 
Copyright (C) 2010 FELISSIMO all rights reserved. 禁転載・禁複写 
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5 
将来3ヵ年の数値計画 

(単位：百万円) 

2.数値計画（連結） 

新中期経営計画 3ヵ年数値計画 

  平成23年2月期 平成24年2月期  平成25年2月期 
  計画値 構成比 計画値  構成比 計画値 構成比 

売上高 50,028 100.0% 52,155 100.0% 54,929 100.0% 

売上総利益 26,666 53.3% 27,795 53.3% 29,453 53.6% 

営業利益 1,773 3.5% 2,504 4.8% 3,054 5.6% 

経常利益 1,910 3.8% 2,642 5.1% 3,192 5.8% 

当期純利益 748 1.5% 1,468 2.8% 1,786 3.3% 
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• This material is intended to provide information about the business performance and strategy of the FELISSIMO Group. It is not intended and 
should not be construed as an inducement to purchase or sell stock in FELISSIMO.  

• Statements in this presentation and at the explanatory meeting that are not historical fact are forward-looking statements, based on the current 
beliefs, estimates and expectations of management. As these beliefs, estimates and expectations are subject to a number of risks, uncertainties, 
and assumptions, actual results may be materially different.  

• FELISSIMO undertakes no obligation to update any forward-looking statements, and shall in no event be liable for any damages arising out of 
the use or interpretation of this material.  

• Please refrain from copying, disseminating or distributing this material without the prior consent of FELISSIMO. 

• 本資料は、当社グループの業績及びグループ事業戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の株式の購入や売却を勧誘するもの
ではありません。 

• 本説明会及び資料の内容には、将来の業績に関する意見や予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社
の判断に基づいて作成されております。よって、その実現・達成を約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 

• 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 

• また、本資料の無断での複製、転送等を行わないようにお願い致します。 

免責事項【Disclaimer】 
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社名「FELISSIMO」はラテン語を語源とする至福を示す言葉「FELICITY」と、強調を表す接尾語である「SSIMO」を融合させて創り出した新しい言葉で 
「最大級で最上級のしあわせ」を意味します。これは、わたしたちフェリシモの企業理念「永続的発展的なしあわせ社会の創造」を明確に表現するための名称です。 

 
 

と も に し あ わ せ に な る し あ わ せ 


