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Introduction

経 営 理 念

訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、先見的、独創的、
かつホスピタリティあふれる商業空間の創造

社 名にこめた想 い
当社の社名“Parco”はイタリア語で“公園”を意味します。
“公園”すなわち、
「人々が集い、時間と空間を共有し、
楽しんだりくつろいだりする場
（空間）
」
が“Parco”なのです。
（空間）
」
づくりをしていく上で掲げている経営理念が、
そして、その
「“Parco”＝人々が集う場
「訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、先見的、独創的、
かつホスピタリティあふれる商業空間の創造」
です。
”
（空間）
）
の主役は、その場
（空間）
に集う人々、すなわち、お客さまと専門店です。
“Parco（＝場
当社の役割は、お客さまに
「行ってみたい」
「また来たい」
と思っていただけるような店づくりをし、
専門店とお客さまの結びつきを強くしていくことにあります。
また、当社の社員は喜びと感動が生まれる
「場＝空間」
を提供するために、
常にお客さまの期待を超える新しい価値を創造する努力をおこなっています。
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価値創造の歴史
Parcoは開業以来、ファッションのみならず音楽やアート、演劇など先端のカルチャーを積極的に紹介し、新しいライフスタイル
（百万円）

13,000

の提案をおこなってきました。そして新しい才能を持った多くの人々 の創造の場として機能することで、社会が共感する新しい
価値を創造してきました。
パルコグループの社会的役割、つまり原点である
「インキュベーション」
「 街づくり」
「 情報発信」
を時代や経済環境、さらに消費
行動の変化の中で、新しい試みを持って進化させることが事業を成長させる基盤となっており、長期ビジョンの実現と持続的な
利益成長につながっています。

12,000

11,000

2010
10,000

中期経営計画（2010 年度〜2012 年度）

2005

「都市のライフスタイルプロデューサー」

中期経営 5ヵ年計画（2005 年度〜2009 年度）
9,000

推進テーマ

3 つの事業戦略
事業戦略 1 既存店舗の業態革新～強固な収益基盤作り
事業戦略 2 国内、海外への都市型商業の拡大～次なる成長への事業
基盤作り

• 商業施設運営力と開発力の強化

①
「戦略的店舗グルーピング政策」
の推進

事業戦略 3 関連事業、新規事業の展開加速～事業領域の拡充

②政令指定都市を中心とした出店開発

• 新規ビジネスの育成と挑戦

3 つの事業戦略を支える経営基盤の強化

①プロパティマネジメント事業の推進

経営基盤強化 1 財務戦略の多様化

②新たな開発スキームへの挑戦

経営基盤強化 2 不動産戦略の再構築

• 周辺ビジネスの深耕拡大

①コンテンツ活用事業の拡大
（株式会社パルコ）
②ビルマネジメント事業の強化と新規事業の展開
（株式会社パルコスペースシステムズ）

経営基盤強化 3 M&a・アライアンス戦略の推進
※ J. フロント リテイリングとの資本業務提携締結
（2012 年 8 月）

③積極的な出店による業容拡大
（株式会社ヌーヴ・エイ）

10 年ぶりに開業した新店
「静岡 PARCO（
」2007 年 3 月）

東北エリア初出店として開業した
「仙台 PARCO（
」2008 年 8 月）

インキュベーション
詳しくは

P28
街づくり
詳しくは

P30
情報発信
詳しくは

P32

2007 年
3 月 静岡 PARCO
10 月 浦和 PARCO

賃料収入が収益になる新たなビジネスモデルとして
開業した
「心斎橋 ZERO GATE（
」2013 年 4 月）

2010 年
• コーポレートメッセージ
「 LOVE HUMAN. 」
• 自主編集ショップ
「 once A month（
」福岡）

2011 年
• 女性クリエイターのプレゼンテーションの場

2010 年
3 月 福岡 PARCO

2011 年
4 月 渋谷 ZERO GATE

「シブカル祭。」

2013 年
4 月 心斎橋 ZERO GATE
4 月 道頓堀 ZERO GATE
10 月 広島 ZERO GATE

業態転換

2007 年
• ショッピングモール
「 PARCO-CITY 」

2013 年
• デジタルサイネージ
「 P-WALL 」
開発

2008 年
リーマンショック

ニュース

02

2008 年
8 月 仙台 PARCO

衣料品比率を抑えた新生PARCOとして
開業した
「福岡 PARCO（
」2010 年 3 月）
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2011 年
東日本大震災

2012 年
アベノミクス

営業利益
2021 年度目標

147 億円

事業戦略 2

コアターゲット拡大

事業戦略 3

独自の先行的 Ict 活用

13,000

2016 年度 IFrS（特殊修正試算※）

12,000

115 億円

3 つの事業戦略

主要都市部の深耕

128 億円

2017
2017 年度〜2021 年度 中期経営計画

2014

11,000

都市への
『独自の提供価値拡大』
による成長実現
3 つの戦術

中期経営計画（2014 年度-2016 年度）
成長戦略の具体的実行
パルコグループ長期ビジョンの実現に向けた5 つの戦術

戦術 1 店舗事業の優位性拡大
戦術 2 都心型基幹店舗周辺および未出店政令指定都市を中心とした
開発推進
戦術 3 関連事業拡大と新規事業創造

戦術 1
戦術 2
戦術 3

ストアブランド進化
商業不動産プロデュース推進
ソフトコンテンツ拡大

10,000

4 つの方向性

1 パルコ固有のノウハウ・能力を活用した「商業不動産事業・
ソフト型事業」
へのドメインの拡大

9,000

2 経営資源の選択と集中による事業効率向上

戦術 4 海外事業の再構築

～コンパクトで収益性の高い企業集団

戦術 5 事業推進のための経営基盤強化

3 都市生活者／事業主の多様化するニーズを捉えた
Webを活用したサービスの提供
Web 上 で 取り置 きと 購 入 ができるサービ ス

「カエルパルコ」
とパルコ公式スマートフォンアプリ
「 POCKET PARCO（ポケットパルコ）
」
をリリース
し、お客さまに24 時間パルコを楽しんでいただ
ける環境づくりに取り組みました。

「独自の提供価値」
の拡大

4 社会的存在意義拡大に向けた企業風土の発展
「新生渋谷 PARCOの創造」
による事業進化
パルコグループの原点である渋谷 PARCO
の建替え計画を推進し、新生渋谷 PARCO
創造のエッセンスをグループ事業へ波及させ
次世代型商業空間を提供します。

街の個性を創造する街づくり
福 岡 エリアでは、福 岡 PARCO 新 館 開 業、福 岡

計画の概要
敷地面積

約 5,380m2

ショッピングセンターへ進化しました。新しいカル
チャーを紹介するショップを取りそろえるとともに、
全館 Wi-Fi 整備、デジタルサイネージなど環境整備
による新たな消費体験を提供しました。
（2014 年11 月）

延べ床面積

約 63,930m2

階数

地上 19 階、地下 3 階

PARCO 本館 増床部が開業し、天神エリア最大級の

2014 年
• コーポレートメッセージ
「 SPECIAL IN YOU. 」
• クラウドファンディング・サービス
「 BOOSTER 」
2014 年
10 月 名古屋 ZERO GATE
11 月 福岡 PARCO 新館

2015 年
3 月 福岡 PARCO 本館増床
3 月 名古屋 PARCO midi

2016 年
2 月 札幌 ZERO GATE
7 月 仙台 PARCO2
9 月 広島 ZERO GATE2

2017 年
秋 松坂屋上野・新南館内
2017 年度
京都 ZERO GATE

2018 年
春 原宿 ZERO GATE
2018 年度下半期
錦糸町駅前物件

2019 年
夏 沖縄・浦添西海岸計画
秋 新生渋谷 PARCO

開業日未定
三宮 ZERO GATE

2014 年
• アクロス定点観測 400 回を記録
• 公式スマートフォンアプリ
「 POCKET PARCO 」
2014 年
消費税増税

2016 年
マイナス金利

2020 年

東京オリンピック・パラリンピック

※ 2016 年度 IFRS 業績は日本基準による実績をIFRSに組み替えた参考数値であり、監査手続きを終了していないため今後変更となる可能性があります。
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Introduction

都市マーケットで活躍する企業集団の実現
『都市の24 時間をデザインするパイオニア集団』
『都市の成熟をクリエイトする刺激創造集団』
事業戦略 1

（百万円）

2016 年度 日本基準

パルコグループ長期ビジョン

パルコグループの価値創造プロセス
パルコは、パルコグループの企業理念と
「 Parco 」
という社名に込めた想いのもと、ステークホルダーの皆さまとともに新しい
ライフスタイルの創造をおこなっています。パルコの事業活動は商業空間のトータルプロデュース力を活かし、時代を見据えた経営
戦略を実行することで、生活者の方々へ心豊かな生活を提案することです。それは社会が共感する新しい価値の創造で
あり、
「インキュベーション」
「 街づくり」
「 情報発信」
を通じて絶えず発展させることがパルコグループの
社会的役割だと考えています。
パルコの持つ6 つの資本を活用し、パルコグループの事業モデルを循環

Marketing
市場調査

させることで、新しい価値を創出していくことがパルコグループの
ブランド価値、つまり社会が共感する新しい価値を創造する
プロセスとなっています。
Renovation
売場改装

ビジネスモデル

P12 イコールパートナー主義 ／ 商業施設のトータルプロデュース ／
P10

使命とビジョン

P01

ショッピングセンター事業の収益構造

経営理念 ／ 社名にこめた想い
Maintenance
Services
保守管理

アウトプット
事業活動を通じて
「主要都市部の深耕」
「 コアターゲットの
に加え、新規事業創造を展開し
拡大」
「 独自の先行的 ICT 活用」
ています。

事業活動

Performance

長期ビジョン
【都市マーケットで活躍する企業集団】
【都市マーケットで
2020 年に向けた長期ビジョン

価値創造の成果

と
を掲げ、
活躍する企業集団】
「都市の 24 時間をデザインするパイオニア集団」
を掲げ 、
「都市の 24 時間をデザイン

6つの資本

財務資本
製造資本

するパイオニア集団」
と
「都市の成熟をクリエイトする刺激
「都市の成熟をクリエイ
トする刺激創造集団」
の実現を目指して

P34 グループの事業概況

創造集団」
の実現を目指しています。
います。

P40 パルコを支えるパートナーからの
メッセージ

Strategy

P42 パルコブランドのプロデュース
P43 パルコのエンタテインメント

戦略
P18 社長インタビュー

知的資本
Sales Promotion
販売促進

人的資本
社会・関係資本

ガバナンス

P46

自然資本

持続的な成長
04
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コーポレート・ガバナンス

Advertising
広告宣伝

Introduction

6つの資本
Planning
企画立案

「イ ン キュベーション」
「 街 づくり」
「情報発信」
を通じて6 つの資本の価値
を向上させています。

Tenant Leasing
テナント編集

財務資本

財務、株主価値の向上

• 営業利益 過去最高益128億円
• 年間配当金 3円増配 23円

製造資本

アウトカム

先見的、独創的、かつ

「インキュベーション」
「 街づくり」
「 情報
3 つの社会的役割である
発信」
を実現するとともにパルコの原点をさらに進化させています。

Social Responsibility
社会的役割
インキュベーション

街づくり

ホスピタリティあふれるParco店舗

• PARCO：18店舗※ ZERO GATE：7店舗
開発中物件：6店舗（2017年2月末日現在）
※建替えに伴う一時休業の渋谷 PARCOを含んでいます。

知的資本

業務価値の向上

• 定点観測：434回（2017年2月末日現在）
情報発信

人的資本

P02 価値創造の歴史

人材、顧客価値の向上

P28 特集：パルコグループが果たす3 つの社会的役割

• 管理職に占める女性比率：12.1％
（2017年2月末日現在）

社会・関係資本

お客さまの共感、信用・信頼

• SNSフォロアー数：約120万人

自然資本

環境負荷の少ない商業空間の創造

• 電気使用量
既存店2010年度比：28.1%削減
Designing
環境演出

Operations
店舗運営
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ステークホルダーの皆さまへ

06
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Introduction

私たちパルコグループは、長期ビジョン
【都市マーケットで活躍する企業集団】
を掲げ、
「都市の
と
「都市の成熟をクリエイトする刺激創造集団」
の実現を
24 時間をデザインするパイオニア集団」
では、
「成長戦略の具体的実行ターム」
と
目指しています。中期経営計画
（2014 年度−2016 年度）
して、パルコグループの総合力とJ. フロント リテイリンググループの営業資産を連動させた新し
い商業施設の開発の推進や、事業規模に応じた効率的運営を実施するゼロゲート事業の積極的
な展開など、既存業態革新や開発推進による拠点獲得、外部展開拡大に取り組みました。また、

Webとリアル店舗を連動させる独自のICT 施策を具体化することにより、お客さまに対するプロモー
ションやショップスタッフの業務効率化などが大きく進化しました。
国内の消費環境は、テクノロジーの急速な進化、ライフスタイルの多様化、高齢化進行や人口
減少、都市回帰による都市部での人口増、インバウンド需要の変化など、都市成熟が進んでいる
と考えています。
このような国内外の変化を捉え、事業機会につなげていくため 、新たに 2017 年度〜 2021 年
度中期経営計画を策定しました。都市への
「独自の提供価値拡大」
による成長実現をテーマに、
事業領域の選択と集中を推進し、事業ポートフォリオ変革に向けたスピードアップを図っていき
ます。2019 年開業の新生渋谷 PARCO 創造の際に生まれるエッセンスを都心型店舗へ波及させ、
開業以降については、新生渋谷 PARCO から生まれてくる新たなエッセンスを全国の PARCO や
グループ事業に波及させることなどで次世代型商業空間を実現させ、パルコストアブランドの進化
を目指していきます。そしてパルコの原点である
「インキュベーション」
「 街づくり」
「 情報発信」
の 3 つの社会的役割を通じて、都市生活を楽しみたい消費者や都市で活躍する事業主の多様化
するニーズに対し、
「心の豊かさ」
「 新しい刺激」
「 充足感」
など当社独自の価値提供をおこなって
いきます。
私は社長に就任したときから、原点を見つめなおし進化することが重要であると考え、
「原点
進化」
という言葉を使い、事業を推進してきました。私たちは、新しい中期経営計画を着実に実行
することで常に進化を続け、長期ビジョン
【都市マーケットで活躍する企業集団】、そして経営
理念である 訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、先見的、独創的、かつホスピタリティ
あふれる商業空間の創造 の実現を目指していきます。
ステークホルダーの皆さまにおかれましては、引き続きご理解とご支援のほど、よろしくお願い
いたします。

2017 年 7 月

株式会社パルコ 代表執行役社長

牧山 浩三

Parco Co., Ltd. Integrated Report 2017

07

Snapshot

パルコグループのビジネスフィールド

パルコグループの売上高／営業利益構成
パルコグループの事業は、商業施設「 PARCO 」
を運営する
【ショッピングセンター事業】
を中心に、個性あふれる専門店を運営する
【専門店事業】、内装および電気工事やビル管理をおこなう
【総合空間事業】、エンタテインメント事業とWebを活用した情報サービス
をおこなう
【その他の事業】の 4 事業で構成されています。
私たちパルコグループは、シナジーを発揮しながらテナントと一体になってお客さまに楽しんでいただける商業空間の創造を目指し
ています。

ショッピングセンター事業

株式会社パルコが担うグループの基幹事業。商業ディベロッパーとして小売業と不動産業の

ハイブリッド型ビジネスモデルを構築し、ビジネスを展開しています。

小売業では、改装による新陳代謝や宣伝・販促活動による集客、きめ細やかなテナントサポート

により、各テナントの売上高の向上を目指しています。一方、不動産業としては、ビルの開発・
プランニングから保守管理まで、商業施設運営に必要なメニューをトータルプロデュースで提供し

ています。

PARCOの開発と運営を中心にしながら、ZERO GATE 業態や新しいビジネスモデルとして新業態

の開発などを推進しています。
「池袋 PARCO 」

専門店事業

株式会社ヌーヴ・エイが担う専門店事業は、腕時計、眼鏡、化粧品、身回雑貨、新規業態開発

の 5 事業構成でセレクトショップの開発・運営をおこなっています。

「雑貨」
を核としたユニークな専門店企業として、全国 201 店舗（2017 年 2 月末日現在）
および

オン ライン ショップ を 展 開、直 近 5 年 間 において 新 規 69 店 舗 を 出 店しています。また、
オリジナル商品の拡充、新業態開発への取り組み、都心部や準都心部のファッション感度の高い
商業施設への出店を推進し、収益の拡大を目指しています。

（ 2017 年 2 月末日現在 PARCO 外店舗 149 店舗、PARCO 外出店比率 74.1％）

「 TiCTAC（チックタック）」渋谷ヒカリエ店

総合空間事業

株式会社パルコスペースシステムズが担う総合空間事業は、内装デザイン・ディスプレイ演出といっ

た空間創造のスペースプロダクト事業から、施設の安全性・快適性を維持管理するビルマネジメント
事業まで、空間のデザイン設計／施工／施設運営／施設管理といった、施設づくりのすべての段階

に対応する総合的なサービス・ソリューションを提供しています。

ショッピングセンター、専 門 店、公 共 施 設、大 型シティホテル、医 療 施設、美術館など 、

利用者がデザイン性・快適性を求める施設において、PARCO で蓄積されたノウハウを活かし、
取引先の資産価値の維持向上に貢献しています。

東京駅一番街（ハロウィンイベント）イベント企画提案・広告ビジュアル・ディスプレイを受注

その他の事業

エンタテインメント事業

株式会社パルコが担うエンタテインメント事業は、魅力あふれるさまざまなコンテンツを、演劇、
音楽、映画、出版の切り口からプロデュースしています。本事業を通じて、話題性の高い情報発信
と付加価値の創造に取り組み、企業ブランドの向上に貢献しています。

Webコンサルティング事業

株式会社パルコデジタルマーケティング※が担うWebコンサルティング事業は、商業施設向けICT
活用支援を中核事業とし、パルコのICT 活用を支えています。パルコのICT 活用を通じて蓄えた
技術力と運営力を、パルコグループ以外の150の商業施設・専門店に
「デジタルマーケティング支援」
として提供しています。
名古屋 PARCO レストランフロア デジタルサイネージ
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総合空間事業

2016 年度

売上高構成比

その他の事業

7.0%

2.4%

営業利益構成比

専門店事業

7.5%

83.1%

売上高／営業利益※
11,437

11,549

11,317

239,447
11,738

※ セグメント間取引消去前の数値で計算しています。
※ 売上高には営業収入が含まれています。

本部

2013

2014

2015

2016

1953 年 2 月 13 日
2,402 億 21 百万円

営業利益

118 億 15 百万円

資本金

343 億 67 百万円

株式会社ヌーヴ・エイ
本社

21,640

21,473

19,802

18,344

17,174

647
565

530

2001 年 6 月 1 日
216 億 40 百万円

売上高
435

営業利益

4 億 35 百万円

資本金

4 億 90 百万円

■ 売上高

2013

2014

2015

2016

売上高／営業利益
20,242

19,969

18,983

17,643

629
433

410
328
255

2012

■ 売上高

2013

2014

2015

2016

株式会社パルコスペースシステムズ

www.parco-space.co.jp

本社

東京都渋谷区神泉町 8-16

設立

売上高／営業利益※
6,891
5,624

6,850

6,774

営業利益

6 億 29 百万円

資本金

4 億 90 百万円

従業員数

842 名

事業所数

29 事業所

株式会社パルコデジタルマーケティング※

www.parco-digital.co.jp

本社

東京都渋谷区神泉町 8-16

設立

2000 年 3 月 1 日

6,630

256

売上高
132
90

58

■ 売上高

2013

2014

2015

2016

■ 営業利益

9 億 21 百万円

営業利益

70 百万円

資本金

10 百万円

従業員数

-20

2012

1969 年 4 月 1 日
202 億 42 百万円

売上高

P37

■ 営業利益

（百万円）

6,287

201 店舗

店舗数

■ 営業利益

（百万円）

18,581

P36

577 名

従業員数
2012

www.neuve-a.com
東京都渋谷区神泉町 8-16

設立

694

18 店舗※／ 7 店舗

※建替えに伴う一時休業の渋谷 PARCOを含んでいます。

※株式会社パルコのエンタテインメント事業の業績は、
「その他事業」
に含まれています。

売上高／営業利益

P34

607 名

店舗数（ PARCO ／ ZERO GATE ）

■ 営業利益

（百万円）

91.3%

東京都渋谷区神泉町 8-16

設立

従業員数
2012

ショッピングセンター事業

www.parco.co.jp

売上高

9,788

■ 売上高

0.4%

専門店事業

株式会社パルコ
248,078

243,783

241,680

239,806

その他の事業

4.9%
3.4%

ショッピングセンター事業

（百万円）

総合空間事業

2016 年度

P38

58 名
※ 2017 年 3 月 1 日付で株式会社パルコ・シティより商号変更

「その他事業」
に含まれています。
※株式会社パルコのエンタテインメント事業の業績は、
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パルコのビジネスモデル

イコールパートナー主義
パルコグループの中核事業であるショッピングセンター事業の大きな特徴はテナントとのイコールパートナー主義です。私たちは
テナントを互いの価値観の共有によって、ともに成長・発展していくパートナーとして考えています。そのテナントが出店する
「 PARCO 」
を支え、活性化するために、各部門・各部が運営をサポートしています。
「パルコ店舗部門」
は、
「都市型店舗」
「コミュニティ型店舗」
の類型別に集約して業務推進を図っています。
「新規プランニング部門」
は、
新店業務対応とパルコ店舗部門のサポート、新規事業プランニングを担当し、事業を拡大しています。
「商業プロデュース部門」
「 関連
事業部門」
は、商業施設 PARCO の運営開発で培ったノウハウを新しい事業に活用しています。

テナントとの強固な信頼関係により Win-Win の関係を構築

お客さま
先見的、独創的、かつホスピタリティ
あふれる商業空間の提供
商品の販売

顧客、
ショッピング

顧客、
ブランドイメージ

評価と信頼

テナント

PARCO
イコールパートナー主義

805 社
2,103テナント
（ 2017 年 2 月末日現在 ）
※短期契約テナントは除く。

商業施設 PARCO の運営・開発で培ったノウハウを新しい事業に活用
株式会社パルコ
宣伝販促活動

パルコ店舗部門

既存 PARCO の運営

ご来店

テナント

新規プランニング部門

接客・販売

ノウハウの活用

不動産部門

プロパティマネジメント／
コンサルティング

商業プロデュース部門

ZERO GATE の開発・運営
関連事業部門

グループ ICT 戦略室
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エンタテインメント

エンタテインメント事業の開発・運営

国内子会社・関連会社

関連事業の開発・運営

海外子会社

海外案件

お客さま

PARCO 新店

Introduction

商業施設のトータルプロデュース
パルコグループは商業施設のトータルプロデュース力で、魅力的な
商業空間の創造に取り組んでいます。具体的には、出店エリアの市場

市場調査

売場改装

Marketing

Renovation

保守管理

Maintenance
Services

企画立案
Planning

調査、企画立案から始まり、コンセプトに合致したテナント編集や環境
演出、店舗運営をおこないます。同時に ICT を活用した広告宣伝 、
販促活動で、集客力を高め、日々 の保守管理で安心・安全な店舗運営

商業施設の

テナント編集

Tenant Leasing

トータルな

を支えます。さらに店舗の改装を推進することで 、常に新鮮な商業
空間を創り出しています。

プロデュース力
販売促進

環境演出

Sales
Promotion

Designing

広告宣伝

Advertising

店舗運営

Operations

ショッピングセンター事業の収益構造
パルコでは、テナントとの出店契約に基づいて、宣伝などの営業・販促活動を担当します。お客さまの購入代金はテナントから売上高
としてパルコに収納され、一定期間経過後歩合高などを控除し、テナントに仕入高として支払われます。この仕組みは、在庫の保有リスク、
売掛金の貸倒れリスクを持たないという利点があります。歩合高は基準となる売上高を設定し、さらに一定額以上の売上部分につい
て歩率が軽減される逓減制を適用する場合もあります。基準売上高の設定は売上不振時のリスクヘッジとなります。また逓減制は営業
努力によりテナントの売上高が拡大すると、テナントの歩率は低下し、パルコの収受する歩合高の絶対額は増加する、お互いがメリット
を享受できる構造となっています。
ゼロゲート事業では、PARCO の運営とは異なりパルコは販促活動をおこなわず、賃料収入が収益となります。

パルコ事業の収益構造

宣伝・販促活動
販売活動

テナント

PARCO
テナント売上高
テナント仕入高

日々の売上預託

歩合高・オペレーション
経費を相殺後支払

購入代金

お客さま

テナント仕入高の収納

ゼロゲート事業の収益構造
物件開発

パルコ

賃料

販売活動

テナント

購入代金

お客さま

Parco Co., Ltd. Integrated Report 2017
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PARCO の店舗展開

ショッピングセンター事業の店舗展開

マーケットに合わせ、
「都心型店舗」
「コミュニティ型店舗」2 類型で店舗運営
都市部を中心とした未出店エリアでの拠点獲得を目指し、商業不動産プロデュースを推進
「 PARCO 」
は、出店しているマーケットごとに異なったストアコンセプトで運営しています。その各店舗を、刻々と変化する環境に対し
て明確かつ迅速に対応させるため、18 店舗※をその商圏特性に応じてグルーピングしています。店舗を
「都心型店舗」
「コミュニティ型店舗」
に分類し、それぞれのターゲット客層に向けて、商品構成や運営手法を最適化し、強固な収益基盤を築いています。
また、都市部を中心とした未出店エリアでの拠点獲得を目指し、PARCO 業態、ZERO GATE 業態、新業態など開発スキームの多様化
を推進しています。
※建替えに伴う一時休業の渋谷 PARCOを含んでいます。
札幌 PARCO ■ ■ 札幌 ZERO GATE

■ 都心型店舗

■ コミュニティ型店舗

■ ゼロゲート事業

宇都宮 PARCO ■

■ その他店舗・新業態

浦和 PARCO

京都 ZERO GATE（仮称）
（2017 年度開業予定）
大津 PARCO

松本 PARCO
■

広島 ZERO GATE
広島 PARCO ■ ■■

■

■■
■■
■■

■ 熊本PARCO
■
沖縄・浦添西海岸計画
（2019 年夏開業予定）

■

名古屋 ZERO GATE

広島 ZERO GATE2

福岡 PARCO ■

仙台 PARCO

静岡 PARCO
■

池袋 PARCO
新所沢 PARCO ■
ひばりが丘 PARCO ■

松坂屋上野店・新南館内
■ （2017 年秋開業予定）

錦糸町駅前物件
吉祥寺 PARCO ■ ■ ■ （2018 年度下半期開業予定）
■
調布 PARCO ■ ■
■
■■
津田沼 PARCO
原宿 ZERO GATE（仮称） ■
（2018 年春開業予定）
汐留
渋谷 ZERO GATE

Pedi

新生渋谷 PARCO
（2019 年秋開業予定）

名古屋 PARCO

心斎橋 ZERO GATE
三宮ZERO GATE
（仮称）
道頓堀 ZERO GATE
（開業日未定）

都心型店舗
情報に敏感で行動的な都市生活者へ継続的な話題提供をおこない 、ファッション性・先進性の追求と
「 PARCO 」
ならではのライフスタイル提案により、
マーケットでの優位性を強固にします。さらに、テナント、クリエイター、異業種企業との斬新なコラボレーションなどを推進し、新規事業を生み出す
土壌を築きます。
札幌 PARCO
北海道札幌市中央区南 1 条西 3-3
地下 2 階 – 地上 8 階

1975（ S50）.8.24
sapporo.parco.jp
Open

仙台 PARCO
宮城県仙台市青葉区中央 1-2-3
本館：地下 1 階 – 地上 9 階

2008（ H20）.8.23
仙台 PARCO2：

新生渋谷 PARCO

静岡県静岡市葵区紺屋町 6-7

地下 3 階 – 地上 19 階

Open 2007
（ H19）
.3.15
shizuoka.parco.jp

2019（ H31）秋開業予定
CLUB QUATTRO：
東京都渋谷区宇田川町 32-13
地上 4 階 –5 階
Open 1988
（ S63）
.6.28
club-quattro.com

Open

宮城県仙台市青葉区中央 3-7-5

2016（ H28）.7.1
sendai.parco.jp
Open

池袋 PARCO
東京都豊島区南池袋 1-28-2
本館：地下 2 階 – 地上 8 階

1969（ S44）.11.23
：
P PARCO（ピーダッシュパルコ）
地下 2 階 – 地上 8 階
Open 1994
（ H6）
.3.10
ikebukuro.parco.jp
Open

12
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静岡 PARCO

東京都渋谷区宇田川町 14 番の一部、
15 番

地下 1 階 – 地上 8 階

福岡 PARCO
福岡県福岡市中央区天神 2-11-1
本館：地下 1 階 – 地上 8 階
Open

名古屋 PARCO
愛知県名古屋市中区栄 3-29-1
西館：地下 1 階 – 地上 11 階
東館：地下 1 階 – 地上 8 階
Open

1989（ H1）.6.29

南館：地下 1 階 – 地上 10 階
Open 1998
（ H10）
.11.6
midi：地上 1 階 –3 階
Open 2015
（ H27）
.3.27
nagoya.parco.jp

2010（ H22）.3.19

新館：地下 2 階 – 地上 6 階
Open 2014
（ H26）
.11.13
fukuoka.parco.jp

広島 PARCO
広島県広島市中区本通 10-1
本館：地下 1 階 – 地上 10 階
Open

1994（ H6）.4.9

新館：地下 1 階 – 地上 9 階
Open 2001
（ H13）
.9.21
hiroshima.parco.jp

Introduction

コミュニティ型店舗
マーケット特性に応じて、ファッションだけでなく食品、雑貨、家電、スクール、スポーツといった多目的な商品やサービスを提供するなど、機能性・利便性
を盛り込んだ提案をおこない、地域のお客さまのニーズに的確に対応します。地域密着型のイベントなども積極的におこない、地元に根づいた特色ある
店舗運営をおこないます。
宇都宮 PARCO

ひばりが丘 PARCO

大津 PARCO

栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1

東京都西東京市ひばりが丘 1-1-1

滋賀県大津市打出浜 14-30

地下 1 階 – 地上 10 階

地下 1 階 – 地上 5 階

地上 1 階 –8 階

1997（ H9）.3.20
utsunomiya.parco.jp

1993（ H5）.10.8
hibarigaoka.parco.jp

Open 1996
（ H8）
.11.2
otsu.parco.jp
※ 2017 年 8 月末日閉店予定

Open

浦和 PARCO

Open

吉祥寺 PARCO

熊本 PARCO

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 11-1

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-5-1

熊本県熊本市中央区手取本町 5-1

地下 1 階 – 地上 7 階

地下 2 階 – 地上 8 階

地下 1 階 – 地上 9 階

2007（ H19）.10.10
urawa.parco.jp

1980（ S55）.9.21
kichijoji.parco.jp

Open 1986
（ S61）
.5.2
kumamoto.parco.jp

Open

津田沼 PARCO

Open

調布 PARCO

千葉県船橋市前原西 2-18-1

東京都調布市小島町 1-38-1

A 館：地下 1 階 – 地上 6 階
B 館：地下 1 階 – 地上 6 階
Open 1977
（ S52）
.7.1
tsudanuma.parco.jp

地下 1 階 – 地上 10 階

新所沢 PARCO

Open 1989
（ H1）
.5.25
chofu.parco.jp

松本 PARCO

埼玉県所沢市緑町 1-2-1

長野県松本市中央 1-10-30

P 館：地下 1 階 – 地上 5 階
L 館：地下 1 階 – 地上 4 階
Open 1983
（ S58）
.6.23
shintokorozawa.parco.jp

地下 1 階 – 地上 6 階
Open 1984
（ S59）
.8.23
matsumoto.parco.jp

ゼロゲート事業
ファッションやカル チャーなど、さまざまなテーマで 都 市 のライフスタイルをプ ロデュースして
きたパルコが、当事業でも
「原点＝ZERO 」
に立ち、街の
「入口（顔）
＝GATE 」
として新たな価値を提案
していきます。
札幌 ZERO GATE

広島 ZERO GATE
広島県広島市中区新天地 2-7

地下 2 階 – 地上 4 階

地上 1 階 –3 階
Open 2013
（ H25）
.10.10

2016（ H28）.2.26

渋谷 ZERO GATE

広島 ZERO GATE2

東京都渋谷区宇田川町 16-9

広島県広島市中区本通 9-3

地下 1 階 – 地上 4 階

地上 1 階 –3 階

Open

2011（ H23）.4.16

名古屋 ZERO GATE
愛知県名古屋市中区栄 3-28
地上 1 階 –3 階
Open

2014（ H26）.10.10

心斎橋 ZERO GATE

Open

2016（ H28）.9.10

京都 ZERO GATE（仮称）
京都府京都市下京区四条通高倉東
入立売中之町 84
地下 2 階 – 地上 7 階

2017（ H29）年度開業予定

原宿 ZERO GATE（仮称）

大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-9-1

東京都渋谷区神宮前 4-31-5 他（地番）

地下 2 階 – 地上 4 階

地上 1 階 –4 階

Open

2013（ H25）.4.13

道頓堀 ZERO GATE

2018（ H30）年春開業予定

兵庫県神戸市中央区三宮町 2-11-3

地上 1 階 –3 階

開業日未定

2013（ H25）.4.20

Open 2005
（ H17）
.2.16
www.pedi-s.com

松坂屋上野店・新南館内
東京都台東区上野 3-22
地上 1 階 –6 階
2017（ H29）年秋開業予定

錦糸町駅前物件
東京都墨田区江東橋 4-27-14
当社出店予定部分
現 LIVIN 館：地上 1 階 –7 階
（館名称は今後変更予定）
別館：地上 3 階 -6 階

2018（ H30）年度下半期開業予定
www.parco.co.jp/kinshicho/
（2017 年 7 月サイトオープン予定）

沖縄・浦添西海岸計画
沖縄県浦添市西洲三丁目
商業部分 3 層（予定）

2019（ H31）年夏開業予定
www.parco.co.jp/san-a_parco/

三宮 ZERO GATE（仮称）

大阪府大阪市中央区道頓堀 1-8-22
Open

Pedi（ペディ）汐留
東京都港区東新橋 1-9-1
地下 2 階 –1 階、地上 2 階

北海道札幌市中央区南 2 条西 3-15-1
Open

その他店舗・新業態

2017 年 5 月末日現在
※開業前物件のパースはイメージです。
Parco Co., Ltd. Integrated Report 2017
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連結財務／非財務ハイライト

Snapshot

営業利益／経常利益／親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

10,090 9,973

9,362 9,171

8,601 8,554

9,218 8,750

2007

■ 営業利益

■ 経常利益

2008

4,400

4,108

3,730

2009

2010

12,812 13,253

10,329

9,168 8,966
7,525

6,778
5,167

12,772 12,673

12,508 12,499

12,196 12,013
10,824

4,319

2011

6,294

6,061

5,083

2012

2013

2014

2015

2016

■ 親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）

2012 年度
（12/3 〜 13/2）
売上高

2013 年度
（13/3 〜 14/2）

2014 年度
（14/3 〜 15/2）

2015 年度
（15/3 〜 16/2）

2016 年度
（16/3 〜 17/2）

264,779

264,384

269,889

276,358

268,373

営業利益

10,824

12,196

12,508

12,772

12,812

経常利益

10,329

12,013

12,499

12,673

13,253

5,083

6,778

6,294

6,061

7,525

16,926

18,052

18,402

19,010

18,189

18.00

18.00

18.00

20.00

23.00

※2
総資産経常利益率
（ roa（
）% ）

5.0

5.6

5.6

5.5

5.4

自己資本当期純利益率
（ roE（
）% ）

5.4

6.4

5.7

5.3

6.3

営業面積
（単体）
（ m2）

442,600

442,600

451,000

456,000

409,000

改装規模
（単体）
（ m2）

53,000

44,000

46,000

40,000

55,000

Parcoカード取扱高（単体）

49,214

52,465

56,478

58,158

58,538

1,614,637

1,643,027

1,754,321

1,885,972

1,990,970

女性社員比率
（単体）
（%）

43.1

43.7

43.4

43.8

42.5

女性役職者数
（単体）
（人）

13

16

17

16

19

※3
電気使用量既存店前年度比
（単体）
（%）

98.0

97.3

95.0

98.8

97.8

※3
総水使用量既存店前年度比
（単体）
（%）

91.6

99.6

97.0

98.0

95.2

66.51

66.71

67.29

67.69

68.29

親会社株主に帰属する当期純利益

EBItda ※1
1 株当たり年間配当金（円）

（人）
Parcoカード会員数（単体）

リサイクル率
（単体）
（%）

※ 1 EBITDA は
「営業利益＋減価償却費」
にて算出しています。
※ 2 総資産経常利益率（ ROA) は
「経常利益÷総資産（期首期末の平均値）
×100 」
にて算出しています。
※ 3 2014 年度福岡 PARCO 新館、2015 年度福岡 PARCO 本館増床、名古屋 PARCO midi 開業、2016 年度仙台 PARCO2 開業、渋谷 PARCO 一時休業、千葉 PARCO 閉店に基づきテナント
区画を除いて算出しています。

14

Parco Co., Ltd. Integrated Report 2017

年間配当増配を決定

128億円

年間

中期経営計画（2014 年度−2016 年度）
が 順調

23円

50%

位置づけており、2017 年 2 月期の年間配当に

（前期比104.6%）
が 5 期連続で過去最高益を更新

ついては 1 株 当 たり3 円 増 配 の 23 円となりま

しました。

した。

SNSフォロアー数

約

独立社外取締役比率

株主の方への利益還元を最重要政策の 1 つと

に進捗し、営業利益（前期比100.3%）
・経常利益

透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築

を目的として組織形態を指名委員会等設置会社と

し、経営に対する客観性を担保すべく取締役会

構成員の半数を独立役員（社外取締役）
としてい

ます。

PocKEt Parco

〈 Parcoカード〉

ダウンロード数

クラスS 会員数

120万人

54万件

前期比

129.2%

SNS（Facebook 、Twitter 、Instagram 、Google+）

パルコの公式スマートフォンアプリ
「 POCKET

＜PARCOカード＞会員数は
「クラスS 」
のランクに

います。店舗を基盤としたWeb 活用による商業

一 人 ひとりの 好 みに 合 わせた 豊 富 な 情 報 や

パルコの公式スマートフォンアプリ
「 POCKET

を通じて120 万人以上のフォロアーとつながって

施設の新たな楽しさとサービスを提供しています。

では AI（人工知能）
を導入し、お客さま
PARCO 」

サービスの提供をおこなっています。

2017 年 2 月末日現在

2017 年 2 月末日現在

加え、
「プレメンバーズ※4」
を新設し会員数が伸長。

との連携によりロイヤルカスタマーの
PARCO 」
獲得につなげています。

改装ゾーン売上高前期比

出産復職率

112.7%

100%

28.1%削減

ワークライフマネジメントの社内浸透や育児・介護

商業施設の使用エネルギーの大半を占める電気

新しいライフスタイルを提 案するテーマ性 の

電気使用量

既存店 2010 年度比※ 5

ある改装を実施し、新たな消費やインバウンド

と仕事の両立支援に取り組んでいます。法令の

推進しています。

るロールモデルの共有をおこなっています。

需要などに対応したショップの導入も積極的に

Introduction

営業利益 5 期連続
最高益を更新

基準を上回る制度の充実や、多様な働き方に対す

使用量については、各種設備機器の省電力化に
努め、最 新 技 術の導 入などにより、効 率 的な

エネルギー使用をしています。

※ 4 合計 10 万円以上のご利用で翌々月から次の 4 月までいつでも5%OFF になるランクです。
※ 5 2010 年度より
「パルコグループ環境方針」
を定め 、ショッピングセンター事業とそれに関連する活動分野のなかで 、地球環境との関わりを重要テーマと認識し、持続可能な社会を次世代
に残していくため、環境保全活動を推進しています。

roa ／ roE

長期的な数値データおよびその他の指標については、Web サイトおよび
FACT BOOKをご覧ください 。

（%）

［ IR 情報］
6.4

5.4
5.6

5.0

5.7
5.6

6.3
5.5
5.3

5.4

www.parco.co.jp/ir/
［ ESG への取り組み］

www.parco.co.jp/ir/esg/
［ CSR ］

www.parco.co.jp/csr/
2012

ROA

2013

2014

2015

2016

［ FACT BOOK 2017 ］

www.parco.co.jp/ir/library/financial/factbook.php

ROE

Parco Co., Ltd. Integrated Report 2017
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Snapshot

11 年間の財務／非財務データ

2006 年度
（06/3 〜 07/2）

2007 年度
（07/3 〜 08/2）

2008 年度
（08/3 〜 09/2）

2009 年度
（09/3 〜 10/2）

連結
売上高

減価償却費
1 株当たり当期純利益（円）

266,645
30,429
9,756
3.7
9,594
4,503
13,639
182,553
70,581
34,863
38.7
0.49
5.3
6.5
10,322
△ 3,673
6,649
7,474
3,883
54.83

286,788
33,992
10,090
3.5
9,973
5,167
14,676
189,989
73,912
33,065
38.9
0.45
5.4
7.2
12,705
△ 6,611
6,093
10,163
4,585
62.73

282,509
35,614
9,362
3.3
9,171
3,730
14,953
191,681
75,592
40,777
39.4
0.54
4.8
5.0
2,713
△ 14,148
△ 11,434
14,306
5,591
45.29

261,076
33,417
8,601
3.3
8,554
4,108
14,189
187,093
78,632
38,487
42.0
0.49
4.5
5.3
8,921
△ 7,405
1,516
7,796
5,588
49.87

1 株当たり年間配当金（円）

13.00

15.00

16.00

16.00

388,000
52,000
122.2
36,736
1,408,549
-

425,600
49,000
117.1
40,702
1,542,591
-

447,500
34,000
117.8
44,706
1,564,331
-

444,500
36,000
110.9
44,371
1,574,888
-

39.5
49.5
47.5
31.2
18.0
7
8.0
-

40.5
51.1
47.8
30.9
20.3
11
7.6
-

42.0
54.0
52.3
34.5
19.4
12
10.7
-

45.2
61.2
54.5
36.4
20.4
12
7.6
-

-

52.59

96.9
96.1
109.1
54.74

98.3
99.7
102.4
58.49

販売費及び一般管理費
営業利益
営業利益率
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益

EBItda ※1
総資産
自己資本※2
有利子負債
自己資本比率
（%）
デット・エクイティ・レシオ
（倍）
※3
総資産経常利益率
（ roa（
）% ）
自己資本当期純利益率
（ roE（
）% ）

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フロー
設備投資

単体
営業面積 (m2)
改装規模 (m2)
改装効果
（前年ゾーン対比）
（ ％）

Parcoカード取扱高
Parcoカード会員数（人）
PoKcEt Parco ダウンロード数（件）

社会
（単体）

女性社員比率
（％）

20 代（％）
30 代（％）
40 代（％）
50 代以上（％）
女性役職者数
（人）
管理職に占める女性比率
（％）

SNSフォロアー数（人）

環境
（単体）

※4
電気使用量既存店前年度比
（%）
※4
総水使用量既存店前年度比
（%）

co2 排出量既存店前年度比（ % ）※4
リサイクル率
（%）

※ 1 EBITDAは
「営業利益 + 減価償却費」
にて算出しています。
※ 2 自己資本は
「純資産 - 非支配株主持分」
にて算出しています。
※ 3 総資産経常利益率
（ ROA ）
は
「経常利益÷総資産
（期首期末の平均値）
×100」
にて算出しています。
※ 4 2008 年度厚木 PARCO 閉店、仙台 PARCO 開業、2010 年度福岡 PARCO 開業、大分 PARCO 閉店、2011 年度心斎橋 PARCO 閉店、2014 年度福岡 PARCO 新館、2015 年度福岡 PARCO
本館増床、名古屋 PARCO midi 開業、2016 年度仙台 PARCO ２開業、渋谷 PARCO 一時休業、千葉 PARCO 閉店に基づきテナント区画を除いて算出しています。
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Introduction

（百万円）

2010 年度
（10/3 〜 11/2）

2011 年度
（11/3 〜 12/2）

2012 年度
（12/3 〜 13/2）

2013 年度
（13/3 〜 14/2）

2014 年度
（14/3 〜 15/2）

2015 年度
（15/3 〜 16/2）

2016 年度
（16/3 〜 17/2）

264,840
32,806
9,218
3.5
8,750
4,400
15,837
222,135
81,844
73,447
36.8
0.90
4.3
5.5
12,025
△ 42,290
△ 30,265
43,553
6,618
53.41

259,789
32,456
9,168
3.5
8,966
4,319
15,508
208,697
84,555
59,536
40.5
0.70
4.2
5.2
11,274
△ 584
10,689
3,395
6,339
52.49

264,779
31,742
10,824
4.1
10,329
5,083
16,926
206,243
103,573
37,375
50.2
0.36
5.0
5.4
13,938
△ 2,139
11,798
5,632
6,101
54.44

264,384
31,580
12,196
4.6
12,013
6,778
18,052
220,757
108,823
50,424
49.3
0.46
5.6
6.4
9,864
△ 27,886
△ 18,022
36,330
5,856
66.81

269,889
32,760
12,508
4.6
12,499
6,294
18,402
226,830
113,211
45,229
49.9
0.40
5.6
5.7
15,281
△ 7,612
7,668
10,532
5,894
62.04

276,358
33,883
12,772
4.6
12,673
6,061
19,010
236,315
116,474
54,518
49.3
0.47
5.5
5.3
14,652
△ 19,325
△ 4,673
23,487
6,238
59.75

268,373
32,633
12,812
4.8
13,253
7,525
18,189
250,323
122,039
58,099
48.8
0.48
5.4
6.3
12,901
△ 10,098
2,802
18,723
5,377
74.17

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

20.00

23.00

454,000
45,000
120.4
45,115
1,618,616
-

443,000
64,000
132.2
44,738
1,612,634
-

442,600
53,000
117.4
49,214
1,614,637
-

442,600
44,000
111.0
52,465
1,643,027
-

451,000
46,000
118.6
56,478
1,754,321
23,797

456,000
40,000
116.6
58,158
1,885,972
273,274

409,000
55,000
112.7
58,538
1,990,970
540,234

44.5
62.2
49.7
38.6
24.8
9
7.8
-

43.6
60.1
47.9
40.6
24.6
9
7.6
-

43.1
59.2
46.4
39.8
24.6
13
9.2
-

43.7
58.5
49.2
42.2
28.3
16
11.2
480,684

43.4
58.2
47.4
44.6
29.3
17
11.6
1,027,045

43.8
56.8
50.3
44.6
29.8
16
10.6
1,206,903

42.5
56.2
49.0
43.1
30.2
19
12.1
1,217,630

97.7
98.1
98.2
62.34

84.1
89.7
82.8
66.08

98.0
91.6
99.4
66.51

97.3
99.6
104.2
66.71

95.0
97.0
90.8
67.29

98.8
98.0
94.0
67.69

97.8
95.2
100.0
68.29
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社長インタビュー

前中期経営計画の振り返り

Question

1

中期経営計画（2014 年度 -2016 年度）
の成果と
課題についてお聞かせください 。

営業利益は過去最高益を更新したが、収益性の向上など課題が残る
a. 私たちパルコグループは、長期ビジョン

リアル店舗を連動させるパルコ公式スマート

の実現に向け3 つの事業戦略を推進し、5 つ

フォンアプリ
「 POCKET PARCO（ポケット

の戦術を実行しました。2014 年度を初年度と

パルコ）
」
や、店頭商品の取り置きと購入がで

した前中期経営計画期間では
「成長戦略の

きる
「カエルパルコ」
を立ち上げ 、
「お客さま

具体的実行ターム」
として、既存業態革新や

への新しい消費体験の提供」
と
「出店者への

開発推進による拠点獲得、外部展開拡大に取

新 たな 顧 客 コミュニケーション の 環 境 の

り組みました。

構築」
を推進しました。

店舗事業では次なる成長のための渋谷

開発事業では名古屋 ZERO GATE 、札幌

PARCO の建替え計画の具体化を進めると

ZERO GATE 、広 島 ZERO GATE2を開 業

ともに、福岡PARCO新館／本館増床、名古屋

し、既存店舗周辺開発によるエリア活性化に

PARCO midi 、仙台PARCO2を開業、収益性

取り組みました。また、今後の開発案件とし

の高い都心型店舗の管理床面積拡大による

、原 宿 ZERO
て、京 都 ZERO GATE（仮 称）

事業強化に取り組みました。一方で、収益性

、三 宮 ZERO GATE（仮 称）
、
GATE（仮 称）

向上のために千葉 PARCOを閉店し、大津

錦糸町駅前物件、沖縄・浦添西海岸計画な

PARCOを2017 年 8 月末にて閉店します。
また、商業施設としての付加価値拡大に
向けたICT 施策を具体化しました。Webと
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ど、未出店エリアでの拠点獲得を計画してい
ます。

関 連 事 業については、総 合 空 間 事 業、

5 年連続で過去最高益を更新しました。ただ

Webコンサルティング事業などの外部展開

し、経営数値目標値に対しては、消費環境

拡大による利益成長を果たしています。海外

に伴う店舗事業の成長性鈍化や開発計画の

事業については、シンガポールにて日系飲食

時期ズレの影響があり、売上高、営業利益、

店集積ゾーン
「 itadakimasu（イタダキマス）

EBITDAは未達となりました。親会社株主に

「 THE GUEST café &
by PARCO」開 業 や

帰属する当期純利益は、渋谷 PARCO 建替え

の展開を図りました。
diner」

計画に関わる不動産売却による特別利益の
計上などがあり、計画を達成しました。さらな

」
、直営の
サービス
「 BOOSTER（ブースター）

る店舗事業の収益性向上に向けた取り組みや、

」
の展開を開始
飲食店舗
「＆ éclé（アンドエクレ）

新規事業、海外事業の成長については改善の

し、さらなる事業成長を図っています。

余地を残したと認識しています。

Strategy

新規事業については、クラウドファンディング・

こうした 取り組 みの 結 果、2016 年 度 の
営業利益は128 億円と安定的な増益を果たし、

●

前中期経営計画の実行施策と評価

3 つの事業戦略

主要都市部の深耕

5 つの戦術
戦術 1

店舗事業の優位性拡大

コアターゲット拡大

実行施策

「プレメンバーズ」
を新設
• 〈 PARCOカード〉に
〈 PARCOプリカ〉導入
（2016 年 12 月）
• プリペイドカード
※調布 PARCO 、福岡 PARCOで先行発行

戦術 2

都心型基幹店舗周辺および未出店
政令指定都市を中心とした開発推進

• 多様な手法を用いて、都市部での物件

評価

「コミュニティ型店舗」
の2 類型による業態革新の推進
•「都心型店舗」

（テーマ型改装やインバウンド需要への対応）
（ Wi-Fi 整備、デジタルサイネージなど）
「 出店する価値」
を多様 • 進化した商業施設の具現化
•「来店する価値」
な形で提供する
『都市型商業をリードす • 渋谷 PARCO 建替え計画具体化
るショッピングセンター 』の実現

独自の先行的 ICT 活用

多様化するニーズに対応したさらなる独自価値の提供
サービスの強化により上顧客拡大。さらなる上顧客化を
推進し収益性向上を図る
顧客の利便性が向上。新たな決済サービスの導入を検討

がスタート
（2014 年 5 月）
•「カエルパルコ」
がスタート
（2014 年 10 月）
•「 POCKET PARCO 」

新しい消費体験、新しい消費環境の提供。さらなる独自の
先行的ICTの活用を推進

「 SUTEKI LABO（ステキラボ）
」
が
• ショップスタッフ応援ポータルサイト
スタート
（2015 年 9 月）

テナント接客力向上に貢献

• PARCO 業態・新業態 4 件開業
（2014 年 11 月）
、福岡 PARCO 本館増床
（2015 年 3 月）
、
福岡 PARCO 新館
、仙台 PARCO2
（2016 年 7 月）
名古屋 PARCO midi（2015 年 3 月）

当初目標を達成し、収益性の高い都心型店舗の管理床面積
を拡大。さらに松坂屋上野店・新南館内、新生渋谷PARCO 、
新業態を発表し、都心部での開発を推進

開発を積極的に推進。

3 年間の開発目標：
• ZERO GATE 業態 3 件開業
PARCO 業態・新業態（増床・別館）4 件
、札幌 ZERO GATE（2016 年 2 月）
、
名古屋 ZERO GATE（2014 年 10 月）
ZERO GATE業態7件（ZERO GATE5件、 広島 ZERO GATTE2
（2016 年 9 月）
プロパティマネジメント展開2 件）
戦術 3

関連事業拡大と新規事業創造
「第三の収益
• 店舗事業・開発事業に続く

• 総合空間事業、Webコンサルティング事業の外部展開
「 BOOSTER 」
がスタート
（2014 年12 月）
• クラウドファンディング・サービス

の柱」
実現による
『企業価値向上』
『 顧客
「＆ éclé 」
がオープン
（2015 年 7 月）
• ネオビストロ
満足拡大』

当初目標7 件に対して発表済み案件を含め6 件を達成し、
既存店舗周辺エリアを活性化。さらなる開発案件の具体化
を推進
関連事業のさらなる利益成長を推進
新規事業の事業化を達成。さらなる推進と育成を図る

戦術 4

「ポケモンカフェ」
をシンガポールで開催
（2016 年 5 月、11 月）
• コラボカフェ
「 itadakimasu（イタダキマス）
を
• 日系レストラン集積ゾーン
by Parco 」
• パルコビジネスのグローバル化に向け、 シンガポールで開業（2016 年 12 月）
海外事業の再構築

アジア圏での展開を拡大し、パルコブランドの認知向上
を推進

海外市場での事業基盤を確立

戦術 5

事業推進のための経営基盤強化
「 独自の
•「ダイバーシティ経営の推進」
「 ICT 活用推進」
「 財務
CSR 活動展開」
基盤の強化」

• 女性活躍推進を積極的に展開

平成 28 年度
「準なでしこ銘柄」25 社のうちの 1 社に選定。
さらなるダイバーシティ＆インクルージョン経営を推進

「次世代」
「 文化」
「 地域」
「 環境」
を設定し活動を推進
• 4 つの重点テーマ

サスティナブル経営を推進

を任意適用
（2017 年度）
• 国際会計基準（ IFRS ）

国際的な比較可能性の向上。利益創出力向上への取り組
みを強化

Parco Co., Ltd. Integrated Report 2017
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経営環境のリスクと機会

Question

2

経営環境の捉え方と経営課題についてお聞かせ下さい。

多様化するニーズに対して、当社固有の提供価値の拡大が必要
小売業態別売上高前年度比推移
（既存店）

A. 近年の小売業を取り巻く環境は、個人

●

消費が引き続き手堅く、2016年の既存店売上高

（%）

は前 年を下 回っています。また訪日外 国 人
客 数は増 加しているものの、爆 買い行 動は
沈静化し、消費全体の苦戦要因の一つとなって

101.6

100%

100.5
100.3

います。一方で、EC 市場は利便性の高さに加
※

え、共働き世帯の増加によるライフスタイルの

100.3
99.5

100.1

99.3

99.2

100.7
100.0

99.6

99.8
98.9

98.1

変化を背景に成長しています。

97.1

今後の経営環境については、テクノロジーの
急速な進化、ライフスタイルの多様化、高齢化
進行や人口減少、都市部への人口流入による
競合環境および不動産開発競争の激化、2020
年の東京オリンピック・パラリンピック開催へ

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

ショッピングセンター
百貨店
チェーンストア
一般社団法人 日本ショッピングセンター、日本百貨店協会、日本チェーンストア協会より引用

●

EC市場規模の推移

（兆円）

向けたインバウンド需要などによる消費環境

15.4

の変化が見込まれます。国内の消費傾向は

12.8

衣料品の支出が減少する一方、飲食や雑貨、

13.8

11.1

サービスなどの支出は増加傾向にあります。

9.5

また、共感消費やシェアリングエコノミーといっ
た消費形態が急速に拡大する中で、これまでの
手法にとらわれない新たな価値観への対応が
重要と考えます。
このような環境変化予測のもと、成熟して
いく都市において、店舗事業を主軸とした現状
の当社グループの提供価値を超えるニーズの
拡がりへの対応が必要であると考え、当社
グループは事業領域の選択と集中を推進し、
事業ポートフォリオ変革に向けたスピードアップ
を図る必要があると認識しています。
こうした経営環境変化への対応のため、私
たちは
『事業の選択と集中＝都市部での事業を
通じた当社グループの提供価値拡大』
をテーマ
とし、都心型店舗の優位性を向上させるための
店舗スクラップ &ビルドの推進、さらなる開発
ニーズへの対応や確実な利益の獲得に向けた
開発業態・スキームのバラエティ拡大、消費
ニーズの多様化を充足するための当社固有の
提供価値の拡大が必要であると捉えています。
※ ECとはElectronic Commerce（エレクトロニックコマース＝
電子商取引）
の略です。
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2012年

2013年

2014年

2015年

2016年見込み

経済産業省 電子取引に関する市場調査より引用

●

環境変化によるパルコグループへの影響と対応
前中期経営計画

環境変化への対応

環境変化による主要事業への影響
〈店舗事業〉
• 都市部への人口流入
＝
「都心型店舗」
競争加速
＝
「コミュニティ型店舗」
利益創出力
鈍化
• テナント企業統廃合・寡占化進行
〈開発事業〉
• 都市機能強化／再開発拡大による
開発物件多様化
• 都市部不動産開発高騰、開発コスト
増加
〈関連事業／新規事業〉
• ステークホルダーのニーズの多様化
（BtoB、BtoC）
• 共感消費／シェアリング拡大
＝新たな価値観への対応
＝コト・サービスの需要拡がり

店舗スクラップ&ビルド
＝都心型店舗の優位性拡大

事業領域の
選択と集中
都市部での事業を通じた
提供価値拡大

開発バラエティ拡大
＝開発ニーズの対応 &
確実な利益獲得

ニーズ多様化充足
＝当社固有の提供価値拡大

新中期経営計画の骨子

Question

3

2017 年度〜 2021 年度パルコグループ

中期経営計画の目指すところをお聞かせください。

『都市への独自の提供価値拡大』
による成長を実現
Strategy

A. 2014 年度に掲げた当社グループの長期
ビジョン
【都市マーケットで活躍する企業集団】

都市成熟

『都市の24 時間をデザインするパイオニア
集団』
『 都市の成熟をクリエイトする刺激創造
集 団』の 実 現 に 向 けて、3 つの 事 業 戦 略
「主要都市部への深耕」
「コアターゲット拡大」

ニーズの多様化

に基づく2017 年度
「独自の先行的 ICT 活用」
〜 2021 年度にかけての中期経営計画を策定

消費者

テナント

事業主

しました。
都市生活を楽しみたい消費者、都市で活躍
する事業主の多様化するニーズに対し、私た

提供価値拡大

ちは店 舗 事 業を含めたグループ 全 事 業を

ICT活用

通じて、
「 心の豊かさ」
「 新しい刺激」
「 充足感」

ソリューション

など当社独自の価値提供による
『都市成熟
への貢献』
をおこないます。その実現に向け、

提供価値拡大

パルコ店舗事業

商業不動産
ソフトコンテンツ

事業ポートフォリオ変革

事業ブラッシュアップ・事業領域拡大により、
当社グループの存在価値向上＝事業ポート
フォリオ変革を実現します。
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新中期経営計画の戦術と方向性

Question

4

2017 年度〜 2021 年度パルコグループ中期経営計画の
具体的な取り組みについてお聞かせください。

『都市への独自の提供価値拡大』
による成長実現を果たすための
「 3 つの戦術」
と
「 4 つの方向性」
を策定
A. 3 つの戦術として「ストアブランド進化」
「商業不動産プロデュース推進」
「ソフトコン
テンツ拡大」
に取り組みます。
「ストアブランド進 化」では、
第1 戦 術 の

業 態、ZERO GATE 業 態 に 加 え、新 たな

と協業することで新しい消費体験を提供し

業 態 創 造による業 態 バラエティの 拡 大と

ていきます。

開 発スキームの 多 様 化 に 取り組 みます。

これら3 つの戦術に加え、パルコグループ

また、グループ企業の総合空間事業やWeb

の ICT の取り組みを統合・発展させることに

都 心 型 店 舗の強 化をテーマに、新 生 渋 谷

コンサルティング事業などの独自のソリュー

より、各戦術をさらに推進させていきます。

PARCO創造の際に生まれるエッセンスを波及

ションを商業施設事業者と出店テナントへ

また、当社コンテンツの海外展開や海外有力

させていくこと、店舗のスクラップ&ビルドの

提供していきます。これらを実行することに

ショッピ ン グ センターとのネットワークを

推進により事業優位性を強固にするとともに、

より収益の積み増しを実現していきます。

活用した情報発信など、アジアマーケットに

「ソフトコンテンツ拡大」
では、
第 3 戦術の

独自のテナントサービスの拡充や消費者への
リアルな売場体験を提供していくことによっ

当社独自のソフトコンテンツであるエンタ

て、次 世 代 型 商 業 空 間を実 現させ収 益の

テインメント事業において既存コンテンツの

安定化を図り、パルコストアブランド進化を

進化と新たなコンテンツ創造に取り組んで

目指していきます。

いきます。さらにライフスタイル事業では、

「商業不動産プロデュース推進」
第2 戦術の

おけるパルコブランドの認知拡大にも取り組
みます。

グループ企業の専門店領域拡大を推進して

では、成 長 性 のある都 市 部を中 心とした

いきます。また、当 社グループ のインキュ

未出店エリアでの拠点獲得を目指し、PARCO

ベーションとして新しいクリエイターや企業

都市への『パルコ独自の提供価値拡大』
による成長実現
第1戦術

第2戦術

第3戦術

ストアブランド進化

商業不動産プロデュース推進

ソフトコンテンツ拡大

都心型店舗強化
新生渋谷PARCO創造

店舗スクラップ&ビルド推進

ゼロゲート事業拡大

業態多様化

コンテンツ創造

• エリア拡大
• 業態進化

•PARCO業態
• 新業態
• 路面物件 他

エンタテインメント

開発手法多様化

ライフスタイル提案

ソリューション提供

インキュベート

•JV・循環型不動産投資モデル 他

テナントサービス多様化
消費者へのリアル体験提供

• 事業主 • テナント

パルコグループICT統合&発展／アジアでのパルコブランド認知拡大
（インバウンド・アウトバウンド）

事業ポートフォリオ変革
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「 4 つの方向性」
を
3 つの戦術推進に向け

「ライフスタイル事業の拡大」
では、グループ

方向性③ 都市生活者／事業主の多様化

企業のヌーヴ・エイが、既存業態に加え新業態

するニーズを捉えた
「 独自の提供価値」の

を創造し、都市部への出店の拡大やECの

拡大では、当社グループの原点である渋谷

方向性① パルコ固有のノウハウ・能力を活用

本格稼働を図ります。また、外部企業との

PARCOの建替え計画を推進し、新生渋谷

した
「商業不動産事業・ソフト型事業」への

連携を検討し、事業領域拡大を目指します。

定義し、取り組みを推進していきます。

ドメイン拡大では、
「商業不動産プロデュース

「エンタテインメント事 業の発 展」では、

創造のエッセンス
PARCO（2019年秋開業予定）
をグループ 事業へ波及させ次世代型商業
空間を提供します。そのために、ICTを活用

エンタテインメント拠点の獲得によりエンタ

した当社独自視点によるCRM ※ 戦略によっ

展開」
に取り組み、事業を推進していきます。

テ イン メントの 提 供 規 模 を 拡 大 させ、

て消費者とテナントへのサービスメニューを

「商業不動産プロデュース事業を推進」
で

PARCO 店舗のプロモーション機能の深化

拡大します。また 、新たな才能を発掘し、

は、開発案件の5 年間の目標として、PARCO

とコンテンツ事 業 の 開 発 強 化・外 部 展 開

新しいクリエイターやこれまで取引がないよ

業態4件、ZERO GATE業態5件、新業態3 件

拡大を本格化させます。

うな外部企業との連携によって新たな消費

事業を推進」
「ライフスタイル事業の拡大」

の計12 件を開発します。また、不動産開発の

「海外事業の展開」
では、当社グループの

推進力と資産効率性向上に向け 、循環型

コンテンツのアジア圏での展開、海外ショッ

不動産投資モデルを検討していきます。

ピングセンター連携などによりインバウンド

グループ企業のパルコスペースシステムズ

およびアウトバウンド対応を推進し、パルコ

は、施設空間ビジネスにおいて、マルチスキル

ブランドのアジアでのブランド認知度向上を

スタッフによるクライアント視 点に立った

図ります。

Strategy

新 生 PARCO 劇 場 の 開 業や新たなライブ

「エンタテインメント事業の発展」
「海外事業の

体験を創造します。

イノベーション提案により、受注と収益を拡大
させます。パルコデジタルマーケティングで

方向性② 経営資源の選択と集中による事

は、ショッピングセンター向けWebコンサル

業効率向上〜コンパクトで収益性の高い企

ティング事業に特化し、提供するサービスの

業集団では、
「 店舗事業の安定基盤の強固化

充実とテクノロジーの進化に対応した新た

を推進」
「 店舗のスクラップ &ビルドの推進」

な開発および協業強化をおこない、次世代

「国 際 会 計 基 準
（ IFRS ）適 用」に取り組み、

のショッピングセンターに対するサービスを
提供し業容を拡大していきます。
●

発表済み開発案件7件
（開業予定時期）

PARCO業態

松坂屋上野店・新南館内
（2017 年秋）
新生渋谷
（2019 年秋）

ZERO GATE業態

京都
（2017 年度）
原宿
（2018 年春）
三宮
（開業日未定）

新業態

錦糸町駅前物件
（2018 年度下半期）
沖縄・浦添西海岸計画
（2019 年夏）
※ 株式会社サンエーとの合弁事業

事業を推進していきます。

新生渋谷 PARCO2019 年秋完成イメージ

※ CRMとはCustomer Relationship Management の略であ
り、顧客情報を管理することで顧客満足度を向上させるマネジ
メント手法。

「店舗事業の安定基盤の強固化を推進」
で
は、経営資源をより収益性・成長性の高い

方向性④ 社会的存在意義拡大に向けた企

都心型店舗にシフトし、出店者、消費者から

業風土の発展では、当社グループは
「イン

支持される店舗としてモノを売ることを主と

キュベーション」
「 街 づくり」
「 情 報 発 信」を

する商業施設から、コト・情報を発信し体験

社会的役割と認識し、当社グループ社員の

する次世代型商業空間へ発展させていきま

発想と外部の能力が連携、協業し、マーケット

す。また、店舗事業の優位性・競合差別性を

の期 待を超える価 値 提 供を創 造する企 業

高めるため、ライフスタイルの多様化に対応

風土づくりを目指します。そのために組織

した商品事業、飲食事業、クラウドファンディ

変革と人事政策改革を実行し、ダイバーシティ

ング 事 業との相 互を連 携させ、各 事 業の

&インクルージョン経営を進めるとともに、

成長も促進します。
では、
「店舗のスクラップ &ビルドの推進」
店舗閉鎖については、店舗の商業環境の変化、

「 存 在 意 義」
「 社 会 的 責 任」
「 事 業 効 率 性」
「ガバナンス」
を重視したサスティナブル経営
を推進していきます。

投下資本に対する将来リターン、物件の契約
期間を総合的に勘案し、判断します。大津
松坂屋上野店・新南館内イメージ

PARCOは2017 年 8 月末にて閉店します。
「国際会計基準（ IFRS ）適用」では、適用
を契機として従来よりもキャッシュ・フローと
バランスシート視点を強化するマネジメント
改革の推進により経営効率を高めていきます。
グループ 企 業においても収 益 性を高 める

沖縄・浦添西海岸計画イメージ

運営を目指していきます。

Parco Co., Ltd. Integrated Report 2017
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経営数値目標

Question

5

経営数値の目標を教えてください。

店舗事業に依らない事業ポートフォリオ変革を実現
A. 当社グループはステークホルダーに対

億円を計画しています。またキャッシュ・フロー

する財務情報の国際的な比較可能性の向上

については、5 年間で 773 億円以上の営業

とビジネスモデルの実態を財務諸表により

キャッシュ・フロー創出を図っていきます。
また、事業別の利益ウェイトについては、

反映させることによる理解浸透を図り、利益
創出力向上への取り組みを強化するため、

店舗事業に依らない事業ポートフォリオを

今中期経営計画期間のスタートとなる2017

実現します。

年 3 月から国際会計基準
（ IFRS ）
を任意適用
することとしました。
なお、2016 年度は渋谷 PARCO の建替え

●

経営数値目標比較

や千 葉 PARCO 閉 店、大 津 PARCO の閉 店
決定に伴うその他営業収益やその他営業
費用の計上など 、一過性の特殊要因による
営業利益の押し上げがあり、修正して年度
比較しています。
投資計画については、中期経営計画5 年間
の累計で当社グループの成長のための戦略
的投資として商業施設開発や新規事業など
に404 億円、経常的投資として店舗改装や
関連事業などに264 億円、投資合計で668

●

2021年度計画

2016年度比

営業利益

115億円

147億円

27.8%増

EBITDA

168億円

235億円

39.9%増

6.1%

6.5 〜 7.0%

+0.4 〜+0.9%

68.94円

92.02円

+23.07円

*2

ROE*3
EPS*4（基本的1 株当たり当期利益）

※ 2016 年度 IFRS 業績は日本基準による実績をIFRSに組み替えた参考数値であり、監査手続きを終了していないため今後変更となる可
能性があります。

*1 渋谷 ZERO GATE 売却益、千葉パーキング売却益、大津店舗閉鎖損失などを修正しています。
「営業利益＋減価償却費」
にて算出しています。
*2 EBITDAは
「親会社の所有者に帰属する当期利益÷自己資本」
にて算出しています。
*3 ROEは
は
「親会社の所有者に帰属する当期利益÷発行済株式総数」
にて算出しています。
*4 EPS（基本的 1 株当たり当期利益）

ヌーヴ・エイ
エンタテインメント事業など

事業ポートフォリオ変革イメージ
（営業利益）

11%

パルコシティ

ヌーヴ・エイ

2016年度実績

（特殊修正試算 *1）

パルコ
スペースシステムズ

2016年度実績
（特殊修正試算）

2021年度計画
パルコ店舗事業

65%

開発・
ゼロゲート事業

6%

店舗事業

87%

商業不動産プロデュース事業

（開発・ゼロゲート事業、パルコスペースシステムズ、パルコデジタルマーケティング）

24%
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Strategy

2017 年度の見通し

Question

6

2017 年度〜 2021 年度パルコグループ中期経営計画の初年度の
見通しについてお聞かせください。

増収となるものの、閉店・休業の影響や減価償却費の増加などにより減益予想
A. 国内景気は、雇用・所得環境の改善を

PARCO 閉店の影響、資産の増加に伴う減価

背景に、緩やかな回復基調が見られるもの

償 却 費 の 増 加 や2016 年 度 の 渋 谷 の 固 定

の、経済情勢の不透明感から、個人消費の

資産売却の影響などもあり減益予想として

足踏み傾向が続くと見込んでいます。当社

います。親 会 社の所 有 者に帰 属する当 期

グループを取り巻く環境は、消費志向のさら

利益は、金融収支などの影響があり、同様

なる多様化と販売チャンネルの変化に加え、

に減益を予想しています。

都市部での不動産コストの高騰および都心
近郊での商業施設開発などの競合対応の
ため、都市部での競争力の強化が必要とな
ります。
新中期経営計画の初年度となる2017 年
度の業績は、松坂屋上野店・新南館内への
出店や2016 年度に開業した仙台 PARCO2
の効果を見込み、増収を計画しています。
営業利益は、ヌーヴ・エイで利益増を見込ん
でいますが、渋谷PARCOの一時休業や千葉

●

2017年度業績予想（IFRS）

（百万円）

年度業績実績
2017年度業績予想 2016
（日本基準から組替）

増減額

前期比

営業収益

95,100

94,022

1,077

101.1％

営業利益

11,500

14,203

△ 2,703

81.0％

7,400

8,795

△ 1,395

84.1％

親会社の所有者に帰属する
当期利益

※ 2016 年度の IFRSでの業績は、日本基準による実績をIFRSに組み替えた参考数値であり、監査手続きを終了しておらず、今後変更とな
る可能性があります。
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ESG の取り組み

Question

7

ESG の取り組みについてお聞かせください。

ESG 視点を新たに加え、CSR 活動を積極的に展開し、持続的な企業価値向上を目指す
A. 私はCSRとは経営理念の具現化であり、

グループの CSRです。ここで言う先見的、

お客さまやテナント、株主、そして社員など

事業基盤そのものであると考えています。

独 創 的な事 業 活 動とは 、パルコグループ

すべてのステークホルダーに満足していた

「訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、

だける価値を創造し、提供し続けていくこと

の 社会的役割である
「インキュベーション」
「街づくり」
「 情報発信」
という3 つの
「原点＝

を望み、その活動の成果として、適正な利潤

る商業空間の創造」
。この経営理念を、事業を

パルコらしさ」
を時 代の変 化を捉えながら

を得ることにより企業として発展・成長して

通じて、ステークホルダーのご信頼とご満足

「進化」
させることです。この考え方を社内に

先見的、独創的、かつホスピタリティあふれ

をいただきながら実 現することが、パルコ
●

いくことを目指していきます。

2014 年 度 からは、私 がダ イバーシティ

浸透させるため、体系図として整理しています。

推進委員会の委員長となり、社員の個性を

体系図

引き出し、水平コミュニケーションを通じ、

顧客価値

業務価値

訪れる人々を
楽しませる

先見的

テナントを
成功に導く

かつホスピタリティ
あふれる

多様な人材が多様な働き方を通して、新しい

事業領域

発想を次々と生み出す企業風土を創るため、

（ドメイン）

独創的

さまざまなテーマに対して、スピード感を持っ

成果としての

財務価値向上

商業空間の創造

て推進しています。こうした取り組みが評価
され、2016 年には、経済産業省が選定する
女性活躍推進に優れた企業として
「準なでしこ
銘柄」25 社のうちの 1 社に選ばれました。

人材価値
日々の活動を通じて現実のものにしていく社員の力

パルコグル ー プ C S R 基 本 方 針
ＣＳＲの定義

経 営 理 念の具 現 化
訪れる人々を楽しませ 、テナントを成功に導く、先見的 、独創的 、かつホスピタリティあふれる商業空間の創造

3 つ の社 会 的 役 割
インキュベーション

ＣＳＲ理念

情報発信

PARCO WAY
パルコグループは、先見的 、独創的な事業活動を通じて、都市生活者が心豊かになる社会の実現に貢献します 。
次世代の人材

文化

パルコグループは、次世代を担う人材や才能を応援し、活力と多 様
性 の あ る社 会 の 実現に貢献します 。

パルコグループは、ファッション、エンタテインメントをはじめ 、文化
面で常に新しい価値提供や情報発信 、市場創造をおこないます 。

重点テーマ

地域

環境

パルコはイタリア語で公園を意味します。パルコグループは 公園 す
なわち、
「 人々が集い、時間と空間を共有し、楽しんだりくつろいだりす
る場（空間）
」
を提供し、地域や街の魅力向上につとめます。

パルコグループは 、全社一丸となって環境負荷の少ない商業施設の
創造を推進します。

７つ の ステー クホルダ ー

ステークホルダー
お客さま

26

街づくり
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ご出店テナント

従業員

株主／投資家

地域／社会

地権者

お取引先

また、持続的な企業価値向上においては、

期的な企業価値の向上を実現するために、

設定し、さまざまな活動に取り組むとともに、

コーポレート・ガバナンスの強化が重要であ

最良となる当社のコーポレート・ガバナンス

「お客さま」
「ご出店テナント」
をはじめ、
「従業員」

「コーポレート
ると考えています。2016 年に

に関する基本的な考え方を定めたものです。

「株 主／ 投 資 家」
「 地 域／ 社 会」
「 地 権 者」
「お取引先」
の 7 つのステークホルダーの皆さ

ガバナンスに関する基本方針」
を定めました。

「コーポレートガバナンス・コード」
にも対応し、

この基本方針は、経営理念に基づき、お客さま

取り組みを進めることで持続的な企業価値

まから共 感を得、支 持されることを目指し

やテナント、株主／投資家などのステーク

向上を目指していきます。

活動を推進してきました。2017 年度からは

ホルダーに満足していただける価値を創造

●

パルコグループはこれまで、
「次世代の人材」
「文 化」
「 地 域」
「 環 境」の4 つを重 点テーマと

ESG 視点を新たに加え、CSR 活動を積極的に
展開し、持続的な企業価値向上を目指します。

Strategy

し提供していくことで、持続的な成長と中長

ESG 視点を新たに導入

E

S

環境

G

社会

ガバナンス

• 電気量省エネ、リサイクル率の目標達成

• 店舗地域とのタイアッププロモーション

• 取締役会全体の実効性を分析・評価

• 光熱費削減

• 女性の活躍推進が評価され「準なでしこ銘柄」に選定

• 投資家と社外取締役とのミーティングを実施

• 環境省推進策に PARCO 各店舗を登録

• テナント業務支援 ICT ツールの導入

• 英語開示充実によるフェアディスクロージャー強化

• 従業員に向けた ECO 検定受験料全額支援

• フレックス制度拡大導入
• 在宅ワーク制度導入
詳細についてはP44 からの
「 ESGの取り組み」
をご覧ください。

株主還元

Question

8

株主還元の方針についてお聞かせください。

安定的に利益還元を果たすことが重要政策の一つ
A. 当社は、持続的成長と中長期的な企業

とを基本とし、業績と配当性向を勘案して

2016 年度の1 株当たり年間配当金は当初

価値の向上を実現することで、株主の皆さま

実行していきます。内部留保金については、

の予定を超える3 円増配の 23 円、配当性向

へ利益還元を果たすことを重要政策の一つ

財 務 基 盤 の 充 実を図るとともに、今 後 の

は31.0％となりました。2017 年度について

と位置づけています。剰余金の配当につい

成長戦略における事業展開を推進するため

は、1 株当たり年間配当金は23 円、配当性向

ては、株主の皆さまへ安定配当をおこなうこ

に有効活用していきます。

は31.5 ％を予 定しています。また、株 主の

●

皆さまに全国の PARCOでのショッピングを

1 株当たり年間配当金／配当性向

23

23

（円）

20
18
17

18

楽しんでいただけるよう多彩な株主優待制度
を導入しています。

18

17

株主優待の詳細は Web サイトをご参照ください 。

www.parco.co.jp/ir/benefit/

配当性向

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度計画

31.8%

32.4%

33.1%

26.9%

29.0%

33.5%

31.0%

31.5%

■ 1 株当たり年間配当金
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特集：パルコグループが果たす 3 つの社会的役割
（インキュベーション／街づくり／情報発信）

インキュベーション

新しい才能の発見と応援をし、新たな価値を創出する
「インキュベーション」
の取り組み
パルコは1969 年の池袋 PARCO 誕生以来、音楽やアート、演劇など先端のカルチャーを積極的に紹介し、さまざまな新しい才能の発見や
応援をしてきました。当社の持つ国内外のネットワークや、事業ノウハウを活用することで、事業成長の機会を提供しています。

新しい才能の発掘・応援をするコーポレートメッセージ

「 SPECIAL IN YOU. 」

www.parco.co.jp/specialinyou/

「 LOVE HUMAN.」
の想いを引き継ぎ、才能を発掘・応援す
2010年にスタートしたコーポレートメッセージ
るインキュベーション活動に、より強くフォーカスをあてるために、2014 年より、新コーポレートメッセージ
をスタートしています。
「 SPECIAL IN YOU.」

2017 年は己の肉体や精神と対話しながら、孤独や失敗と戦い続ける勇気を持つ天才バレエダンサー
「セルゲイ・ポルーニン」
を起用します。
Profile

2017 年起用アーティスト
「セルゲイ・ポルーニン」

ウクライナ出身。1989 年生まれ、27 歳。
幼少の頃からバレエの英才教育を受け、13 歳の時に英ロイヤル・バレエ学校へ入学。
＜ヌレエフ＞の再来と謳われたセルゲイ・ポルーニンは若干 19 歳で、英ロイヤル・バレエ団史上最年少のプリンシパルとなる。しかし、人気絶頂の
2 年後に電撃引退をし、世界中を驚かせた。バレエ界きっての異端児と呼ばれ、栄光から、自滅の道へと噂される中、写真家デヴィット・ラシャペルが
監督をしたホージアの音楽「 Take Me to Church 」
の MV に出演。世界中で 2,000 万回以上再生され、再度世界から注目を浴びることとなる。
2017 年 7 月、そんな彼の 、栄華と苦悩、幼少の頃からの記録とともに本人に迫ったドキュメント映画「ダンサー 世界一優雅な野獣 セルゲイ・
ポルーニン」
（ 配給：パルコ／アップリンク）
が公開される。
本広告は、2017 年 4 月 27 日に、パルコ／アップリンクで主催した来日プレミアイベントの際に、東京藝術大学・奏楽堂にて撮影された。

若手デザイナーのファッションショー開催を支援

2017 年秋冬コレクション参加ブランド

「 FASHION PORT NEW EAST
（ファッション ポート ニュー イースト）
」
若手デザイナーの発見と応援を目的に、アマゾンファッションウィーク東京で開催
の2017 年春夏コレクションと2017 年秋冬
された
「 FASHION PORT NEW EAST」
は若手デザイナー
コレクションを支援しました。
「 FASHION PORT NEW EAST 」
たちが自立した形で発表の
「場」
を持つことをサポートするプラットフォームです。
パルコが継続して支援してきた発表の場
「東京ニューエイジ」
から、ブランドのさら
なる成長・自立に向け形式を変更し、各ブランドが独立した形でファッションショー
をおこないました。また、海外のデザイナーも招聘し、国内若手デザイナーが
世界の才能と切磋琢磨することで業界全体の活性化を図っています。
本取り組みを通じて若手デザイナーたちが国内外に向けて、自身のクリエイション
を発表することは、次なる成長機会を得ることができるとともに、次代を担う新しい
才能がファッション業界の新たな力になると考えています。

1

2

3

Profile

1 Moto Guo（モト ゴー ）
2015 年クアラルンプールを拠点に、コレクション発表をおこなっているユニセックス

ブランド。

2 AKIKOAOKI（アキコアオキ）
女子美術大学卒業後、セントマーチンズでファッションを学ぶ。MIKIOSAKABE
でのアシスタントを経て、2014 年よりレディスウェアブランドをスタート。
3 KEISUKEYOSHIDA（ケイスケヨシダ）
「ここのがっこう」
とESMOD JAPON「 AMI 」
を経て、2015 年秋冬シーズンより
活動開始。

アジアの若手デザイナーのグローバルな活動を支援

「 Asia Fashion Collection（アジア ファッション コレクション）」
日本の服飾専門学校やアジア各国のファッション機構と連携し、日本、韓国、台湾、香港の
若手デザイナーを発掘・応援する取り組みをおこなっています。東京・ニューヨーク・台湾における
ファッションイベントでのランウェイショーの実施をはじめとする支援プログラムを通じて、事業
2017 年 2 月 11 日（土）
NYファッション・ウィークにておこなわれたランウェイ後の
記念撮影
会場：スカイライト・クラークソン・スクエア
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成長の機会を提供しています。本取り組みを通じて、アジアの若手デザイナーのグローバルな
活動とアジアのファッション産業の発展を目指します。

次世代を担う女性クリエイターのプレゼンテーションの場

「シブカル祭。」

www.shibukaru.com

「シブカル 祭。」は、若 手 女 性
2011 年より渋 谷 PARCOをメイン会 場として開 催してきた
クリエイターに表現作品の発表や、クリエイター同士の交流の
「場」
を提供することを目指し、
のべ 1,000 名以上の女性クリエイターたちが参加しています。2016 年は渋谷 PARCO の一時
「シブカル＜夏＞祭。」
と、10 月に渋谷 CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）
休業にあわせて8 月に
をメイン会場に
「シブカル＜秋＞祭。」
、12 月には、GALLERY X BY PARCOのこけら落しとして
「女子と渋谷の展覧会 fromシブカル祭。」
を開催しました。2017 年も10 月に渋谷での開催が決定

女子と渋谷の展覧会 fromシブカル祭。
2016 年 12 月 9 日（金）〜 12 月 25 日（日）
会場：渋谷スペイン坂に開業したGALLERY X BY PARCO

しています。渋谷PARCO 一時休業中も、次世代を担う女性クリエイターたちを応援していきます。

パルコのクラウドファンディング・サービス

「 BOOSTER（ブースター）」

www.booster-parco.com
Special Feature

2014 年よりクリエイティブ・コンテンツ領域全般におけるプロジェクトの実現をサポートし、生活者個人の皆さまと一緒にイノベーティブ
をスタートしています。プロジェクトの成立支援の
な挑戦を世の中に送り出す仕組みとして、クラウドファンディング・サービス
「 BOOSTER 」
みならず、全国に拠点を持つ PARCO の強みを活かし、プロジェクトの認知拡大、成立後の事業成長をサポートしています。
を実施
2016 年 8 月には渋谷 PARCO 一時休業に伴い、PARCO 劇場の装飾品をチャリティ販売する企画「 FOR the THEATER LOVERS 」
しました。1973 年 以 来 使い続けている緞 帳やお客さまが 座り続けた座 席を気 鋭のクリエイターらがメモリアルグッズとしてリメイク
した製品を創りました。スタート当日には目標金額を達成し、好評を博しました。今後もWebとリアル
（＝PARCO 店舗）
を融合させることで、
お客さまとの接点を増やし、新しい挑戦をおこなう個人や組織を応援します。

ステークホルダーからのメッセージ
「 FOR the THEATER LOVERS 」
にてPARCO 劇場の座席をリメイク
背伸びしてお洒落や文化に触れる事を等身大で知った事。それが 80 年代の渋谷
の散策であり、パルコでの体験だった感があります。街にも独特の雰囲気があるの
と同様に、施設にもそれがあり、自分の好奇心を満足する場でした。時代の変遷
で、施設は新しく生まれ変わる中、その象徴の劇場の椅子のリメイクに関わらせて
建築デザイン事務所
インテンショナリーズ 代表

鄭 秀和 様

いただきましたが 、今の時代への決着の仕方もパルコさんらしく斬新でした。そし
て新しい取り組みと、未来への問いかけを期待している次第です。
Profile

最近の仕事に台北の巨大施設U-TOWN 、すみだ水族館、恵比寿ガーデンシネマ、EDO WONDERLAND
日光江戸村内の新築デザインなどがある。インドネシアでの新規事業 ADDAの他、IoT 家具ブランドの
KAMARQなどに参画。
座席番号プレート付PARCO 劇場メモリアル
チェア
「 PARCO THEATER Seat（for One）
by インテンショナリーズ 鄭 秀和」

日本初 IoT 手袋の先行販売プロジェクトを実施
「なくすをなくす」
BOOSTERにおいて、日本で初めての
IoT 手袋「 MAMORIO
グローブ」
の製品化を実現しました。ありそうでなかったユニークな製品ということ
もあり、リリース後、テレビなどでのメディアをはじめ多くの反響があり製品化を実現
することができました。またこの取り組みがさまざまな領域にも応用できる可能性が

MAMORIO 株式会社
代表取締役

増木 大己 様

あることが証明され、弊社の事業展開の上でも今後の事業成長の躍進につながる
大きな契機となりました。
Profile

大学卒業後、SBIホールディングス入社。SBI 証券にて株式公開引受業務、RM
（リスクマネジメント）
に従事。
2012 年7 月日本初の落し物総合ソリューションを提供する落し物ドットコムを設立。2016 年4 月MAMORIO
株式会社に社名変更。

グループ 会社であるヌーヴ・エイと商品
「 MAMORIO
開 発をおこなったIoT 手 袋
グローブ」
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特集：パルコグループが果たす 3 つの社会的役割
（インキュベーション／街づくり／情報発信）

街づくり

多様な開発を推進し、街の個性を創造する街づくり
パルコは既存事業に加え、新たな事業モデルであるゼロゲート事業の拡大などエリアの面開発を積極的におこなうことで、快適で、新しい
街づくりに取り組んでいます。また、ご出店いただいているテナントの皆さまとのイコールパートナー主義のもと、マーケットの可能性やお客
さまの期待に応えるために、ともに新たな挑戦をおこない、街の個性を創造しています。

2016 年度の開業店舗

仙台 PARCO2
2016 年 7 月 1 日（金）開業

東北の玄関口であるJR 仙台駅西口正面に仙台 PARCO2 が開業しました。仙台

PARCO は 2008 年の開業以来、利便性の高いロケーションで都市生活者に新たな
ライフスタイルを提案するビルとして進化し続けてきました。
仙台 PARCO2 は、駅から続くペデストリアンデッキと直結する2 階をグランドフロア
とし、コスメや雑貨などを充実させました。路面店の飲食店が多い街場の特性を意識
し、1 階はPARCOとして初めてレストランフロアを配置しています。また、マーケット
に不足していたシネマコンプレックス
（複合映画館）
を導入するなど 、時間消費型の
機能を強化しています。今後も 2 館体制で仙台駅前での存在感を発揮し、街場の
更なる活性化を目指します。
エスパル

北線
鉄南
地下
市営

アエル

仙台 PARCO

II

JRあおば通駅
青葉通

仙台 PARCO2
東西
市営地下鉄

仙台駅

西口 JR
ロフト

東口

地下鉄仙台駅

線

ペデストリアン
デッキ

1 階レストランフロアは店舗ごとの仕切りを減らすことで
「路地」
や
「横丁」
の雰囲気を創出

エスパル

通
上杉
愛宕

イービーンズ

ペデストリアンデッキから続く2 階はグランドフロアとして
印象的な照明が出迎える

広島 ZERO GATE2

立町駅

相生通り

広電白島線

八丁堀駅

胡町駅

2016 年 9 月 10 日（土）開業

PARCO 本館と新館、広島ZERO GATE 、広島
ZERO GATE2 の4 館 体 制で、広 島 の 八 丁 堀

えびす通り

目指します。
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広島ZERO GATE2

天満屋
八丁堀ビル

広島 PARCO 本館

本通り

広島 PARCO 新館
並木通り

エリアの新たな魅力創出やさらなる活性化を

福屋
南館

中央通り

金座街

点目のZERO GATEとして開業しました。広島

PARCO 本館に近接する本通りから並木通りに
いたる 商 業 エリアに 位 置しています。広 島

広島三越

福屋八丁堀本店

2013 年開業の広島ZERO GATEに次ぐ、2 拠

アリス
ガーデン

広島 ZERO GATE

今後の出店計画物件

沖縄・浦添西海岸計画

ステークホルダーからのメッセージ

2019 年夏開業予定

2016 年 12 月沖縄流通最大手の株式会社サンエーと、沖縄県内における新たな
商業施設の運営事業などをおこなうための合弁会社・株式会社サンエーパルコ

株式会社サンエー
経営企画部長兼財務部長

を設立しました。株式会社サンエーが沖縄県浦添市において計画している新た
な商業施設
（浦添西海岸計画）
は、那覇空港や那覇港クルーズ船ターミナルから

豊田 沢 様

の優れたアクセスを持つことから、多くの集客が期待できます。浦添西海岸計画
に関し、株式会社サンエーの豊富な経営資源や信用力と、当社の都市型ショッピ
ングセンター運営ノウハウを結集し、各々 の強みを最大限に発揮することで、
魅力ある新たな商業施設を創造することを目指しています。

今般、沖縄県最大規模の商業施設
「浦添西海岸
計画」
を進めるにあたり、今までにない魅力的な商業
施設を目指したいと考えました。そこで、弊社がこれま
で沖縄県内で培った小売業などに関する経験と実績を
フルに活かしながら、パルコ様の持つ都市型ショッピ
Special Feature

ングセンターの企画運営ノウハウを集結させることに
より、その実現が可能と考えました。さらに、合弁事業
とすることで、一層強い結びつきと信頼を得ることが
できています。

PARCO 業態

ZERO GATE 業態

松坂屋上野店・新南館内

京都 ZERO GATE（仮称）

2017 年秋開業予定

パルコグループの総合力とJ. フロント

2017 年度開業予定

京都市の商業の中心エリアである四条通に面し、

リテイリンググループの営業資産を連動

大丸京都店の隣接地に街の新たな魅力の創出に

させ、マーケットにマッチした新しい商業

貢献する商業施設として開業予定。

施設として開業予定。

新生渋谷 PARCO
2019 年秋開業予定

原宿 ZERO GATE（仮称）
2018 年春開業予定

都市マーケットの成熟や技術革新などの

本 物 件は 、国 内 屈 指 の 注 目 度 の 高い

社会変化に対応し、街の活性化に貢献する

エリアである原宿で、国内外に向け新たな

次世代グローバルショッピングセンターと

魅力を発信し、街の一層の賑わいの創出に

して開業予定。

貢献する商業施設を目指し開業予定。

新業態

三宮 ZERO GATE（仮称）

錦糸町駅前物件
2018 年度下半期開業予定

開業日未定

神戸市にある商業の中心地、三宮エリアで既存物件を取得し、地域の皆さま
から支持される新たな商業施設を目指し開業予定。

本物件は、
「楽天地ビル」
の一部を
賃借し内外装を含めた大幅な刷新
を実施し、東京東部エリアにおけ
る新たな商業施設として開業予定。
※開業前物件のパースはイメージです
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特集：パルコグループが果たす 3 つの社会的役割
（インキュベーション／街づくり／情報発信）

情報発信

文化活動の詳細は、P40「パルコを支えるパートナーからのメッセージ」
、P42「パルコブランドのプロデュース」
、P43「パルコの
エンタテインメント」
をご参照ください。

「 24 時間 PARCO 」
Webを活用した情報発信とサービスの提供で実現する
パルコは店舗を基盤とした独自の先行的 ICT 活用を積極的に

掲載した店頭商品をWeb 上で取り置きと購入ができるサービス

おこない 、消費環境の急速な変化に対応すべく店舗でのデジタル

「カエルパルコ」の運 営や、公 式スマートフォンアプリ
「 POCKET

環境を整備することで、新しい消費体験を提供し、商業施設の楽し

PARCO（ポケットパルコ）」によるお客さま一人ひとりに合わせた
情報発信により、Webを通じてお客さまに 24 時間 PARCOを楽し

さを創造しています。

PARCO 館内の情報をいち早く魅力的に発信するために、出店

んでいただける環 境づくりに取り組んでいます。さらに、ICTを

「ショップブログ」
を通じて情報
いただいている約 3,000 テナントが

活用して、PARCOで働くショップスタッフの業務効率の改善を推進

発信をし、お客さまの来店を促進します。また、
「ショップブログ」
に

しています。

24 時間 PARCO のオムニチャネル概念図

在庫データ管理
（ RFID ）

英会話研修

チャット接客
（ AI ）

ハウスカード

プリペイドカード

パルコ公式
スマートフォンアプリ

24 時間
店頭・Web 接客

接客研修

ロールプレイング
コンテスト

店頭
接客

（オムニチャネル）
購買データ蓄積

サービス

・
AR（拡張現実）
MR（複合現実）

Web
接客

行動分析

接客 eラーニングシステム
事務作業軽減グループウエア

フィンテック

POCKET PARCO
ショップ評価

ショップブログ
アンドロイド

映像通訳サービス

テナントサービス高度化
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消費者購買決定率向上

SNS

独自の先行的 ICTを活用した情報提供
「 POCKET PARCO」
は、これまで可視化できなかったお客さまの

満足度評価とご意見の依頼を配信しており、評価内容をショップスタッフ

購買情報を分析することが可能となり、さらなる顧客満足へつなぐ

へフィードバックしています。2016年度は72万件のお客さまの声が届

「 POCKET PARCO 」
で
PDCAサイクルを飛躍的に向上させました。

いており、多くのお客さまからいただく評価・コメントはショップスタッフ

はハウスカード＜PARCOカード＞のお客さま情報を登録することが

のモチベーションアップにもつながっています。また、多様化する決済

（人工知能）
により、購買・来店履歴、
でき、2016 年3 月より搭載したAI

手段を背景に、お客さまの利便性向上のため、2016年12月よりプリ

お気に入り登録などをもとに、お客さま一人ひとりに合わせた情報

ペイドカード＜PARCOプリカ＞の発行を開始※しました。
「 POCKET

提供を実現しています。
「 POCKET PARCO」
に＜PARCOカード＞の

と連携して利用することで利用額の0.5％分をキャッシュバック
PARCO」

情報を登録しているお客さまは、PARCO への来店頻度が 1.5 倍、

するなど、クレジットカード以外の決済手段を志向されるお客さまにも

購買金額が1.7 倍と伸長しており、顧客アプローチとして有効なツール

サービスを拡充しています。
また、出店いただいている約3,000 のショップにアカウントを提供し

となっています。ご利用いただいたお客さまには、お買物翌日に

ている
「ショップブログ」
を通じて、Webによる情報発信を強化してい

クリップから購入の 4 ステップ

ます。ショップブログにカート機能を整備し、Webを通じて店頭商品
の購買または商品取り置きができる
「カエルパルコ」
は機能を拡充し、

3C+S ユーザーの行動分析
来店前

来店中

来店後

Special Feature

＜PARCOカード＞利用時の優待割引など店頭購入時と同じサービス
「カエル
が利用できるようになりました。2016 年度は約 300 店舗が
パルコ」
に参加し、福袋や限定商品の販売に活用するなど、商圏エリア

Conversion
Clip
ブログ記事閲覧
お気に入り登録

Check In
来店時チェックイン

49%

接客・購入

81%

（40% ）

Star Rating
サービス評価

評価実績
（☆ 5 ～ 1）

を越えたお客さまアプローチが実現しています。
※ 調布 PARCO 、福岡 PARCOで先行発行

☆5 ～4

73.9%

※ 2016 年度実績

ステークホルダーからのメッセージ

1
2

日々のおもてなし力向上のため、幅広い層のお客さまを仮定したロールプレイング、
ショップカードのご案内を強化し、お戻り率を上げています。広島東洋カープ
コラボ販売に向け、 今しか買えない希少価値が高い商品 という発信を1 番に訴求
しました。また、店頭へご来店できない全国にいる広島東洋カープファンの方々にも

3
4

ご購入頂けるように、
「カエルパルコ」
の活用、ブログの連動をおこない他県のお客さま
からもご支持を得る事ができました。
広島 PARCO
サマンサベガ スタッフ

広島東洋カープコラボ

1
2
3
4

岩原 成梨香 様

バック大
バック小

ミニ財布
長財布

自店では、広島東洋カープとのコラボグッズの販売に
「カエルパルコ」
やSNSを活用
しています。カープコラボグッズは毎年多くのお客さまにご好評をいただいていて、
県内の方はもちろん、県外から商品を求めて店舗に足を運んでくださる方も年々増え
てきています。
今回は、広島東洋カープコラボ商品を販売するにあたってパルコブログに加えて、
ブランドのSNSでも拡散を強化しました。
「カエルパルコ」
は遠方で店舗に足を運べな
広島 PARCO
CECIL McBEE

い方にでも、簡単に購入していただける便利なサービスなので、ショップとしても大変

高野 めぐみ 様

ろん、自店でもより多くのお客さまに知っていただけるよう、スタッフ全員で
「 POCKET

（セシルマクビー）チーフ

助かります。
今後はカエルパルコの認知度アップにつながるような施策を期待しています。もち

広島 PARCO 限定チュニックワンピース

や
「カエルパルコ」
を紹介していきます。
PARCO」
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価値創造の成果

グループの事業概況

ショッピングセンター事業
売上高：

2017 年度テーマ

2,394 億 47 百万円

・松坂屋上野店・新南館内、京都 ZERO GATE（仮称）
、原宿 ZERO GATE（仮称）
を開業し基盤強化

営業利益：

・PARCO 各店では、消費者価値観の多様化やコト消費拡大への対応

117 億 38 百万円

・独自の ICT 活用を軸としたテナントサポート体制の強化と新しい消費体験の提供を推進
・関連事業・新規事業の推進による事業規模拡大

店舗データハイライト

店舗別売上高（テナント売上高および売上高前年度比 ※ 1）
渋谷 PARCOの一時休業、千葉 PARCOの閉店により全店計は減収。

営業面積：

409,000m2 (89.7%)

入館客数：

131,017 千人（97.9% ）

（既存店）

客単価前年度比：

100.6%

（既存店）

アイテム別売上高構成比
ライフスタイルの変化への対応をおこなうため、ファッションのみならず、身回
品や食への取り組みも強化。

2016 年度

13.6％
40.1％

17.3％

15.2％
7.4％

6.5％

2012 年度

12.8％
44.4％

15.8％

■■ 雑貨

■■ 食品

前年度比

151,689

144,245

95.1%

札幌 PARCO

12,415

11,897

95.8%

仙台 PARCO

13,309

17,015

127.8%

池袋 PARCO

27,296

25,767

94.4%

渋谷 PARCO

15,336

7,615

49.7%

静岡 PARCO

10,339

10,310

99.7%

名古屋 PARCO

36,772

36,287

98.7%

広島 PARCO

16,645

15,932

95.7%

福岡 PARCO

19,573

19,417

99.2%

91,389

89,727

98.2%

4,311

3,576

83.0%

16,869

17,319

102.7%

新所沢 PARCO

9,303

9,385

100.9%

千葉 PARCO

5,157

4,302

83.4%

津田沼 PARCO

8,526

8,106

95.1%

ひばりが丘 PARCO

7,255

7,066

97.4%

吉祥寺 PARCO

6,934

6,904

99.6%

調布 PARCO

17,064

16,950

99.3%

松本 PARCO

7,219

7,133

98.8%

都心型店舗グループ

コミュニティ型店舗グループ

浦和 PARCO

6.4％
■■ 身回品計

2016 年度

宇都宮 PARCO

14.7％
5.9％

■■ 衣料品計

（百万円）

2015 年度

■■ 飲食

■■ その他

店舗改装実績
コト消費拡大などライフスタイルの変化や、インバウンド需要への対応を
テーマに推進。
2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

522

450

425

380

441

大津 PARCO

3,613

3,500

96.9%

改装規模
（面積・m ）

53,000

44,000

46,000

40,000

55,000

熊本 PARCO

5,135

5,482

106.8%

改装効果（売上高前年度
ゾーン対比・％）

117.4

111.0

118.6

116.6

112.7

既存店計※ 2

235,979

215,578

97.6%

232

249

233

219

225

全店計

243,079

233,973

96.3％

改装規模（区画）
2

改装内新規出店数

※ 1 固定家賃テナント売上を除いたテナント売上高実績です。
※ 2 既存店計は福岡 PARCO 本館 増床部、名古屋 PARCO midi 、仙台 PARCO2 、渋谷
PARCO PART1、PART3、千葉 PARCO の値を除いたものです。
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株式会社パルコ

www.parco.co.jp

「都心型店舗」
「コミュニティ
2016 年度の既存店舗事業では、引き続き

〈 PARCOカード〉会員の稼働向上と、顧客ロイヤリティの高いクラス

型店舗」
の 2 類型の発展に向け、店舗別の政策を強化しました。改装

〈 PARCOカード〉取 扱 高 が、既 存
S 会 員 の 売 上 拡 大 につながり、

については、コト消費拡大などライフスタイルの変化や、インバウンド

PARCO 店舗では前期比101.3％と伸長しました。PARCO MUSEUM

需要への対応をテーマに、約 55,000m2を改装し、改装ゾーンの売上

（パルコミュージアム）
や各店のイベントスペースでは話題性の高い

高前期比は112.7％となりました。
営業企画では、
「お客さま一人ひとりを個別に捉える= 個客」
に向け
たプ ロモーションの 展 開 による顧 客 構 造 の 高 度 化を図るため、
〈 PARCOカード〉
について、新規会員の開拓強化、会員優待企画など
の来店促進策の実施に加え、2016 年3 月にリニューアルをおこなった

企画を実施し、動員企画合計で売上高前期比 114% 、動員数前期比

101%と来店客数増加に貢献しました。訪日外国人に対する施策と
しては、免税や銀聯カードへの対応ショップ数拡大などのショッピン
グ環境の整備に加え、外国人向けのメディアを活用した情報発信に
取り組みました。

『 POCKET PARCO 』
のCRM 施策の実施により、同アプリと連携した

2016 年度の主な改装
名古屋 Parco

都心型店舗

福岡 Parco

都心型店舗

「大人の男女が楽しめるモード& 高感度ファッ
2016 年秋の改装は、

2016 年春の改装は、本館1 階、2 階を中心に、福岡PARCO 開業以来

ション」
をテーマとして、モードファッションの提案や化粧品をはじめと

最大の約 50 ショップをリニューアルし、新たなファッションテーマや

する身回品の拡充 、イートイン機能を持った食品専門店 、メンズ・

有力ブランドのエリア初出店によって、ファッション感度を高めるなど、

レディス複合アパレルなどの導入により女性の多様化するニーズ

若い感性を持った大人世代をターゲットに改装をおこないました。

への対応 、男女でも楽しめる消費提案をおこないました。

Performance

名古屋 PARCO 西館 1 階
メンズ・レディス・雑貨
「 MADSTORE UNDERCOVER 」
オープン
2016 年 9 月16 日（金）

池袋 Parco

都心型店舗

渋谷PARCOの文化的情報発信拠点であった
「 PARCO MUSEUM」
「 THE GUEST cafe & diner」
を池袋 PARCOに移転するなど、ファッ
ショ ンだけでなくアート・カルチャーを楽しむ都市型のライフスタイルを

福岡 PARCO 本館 2 階
メンズ・レディス
「 MHL. 」
オープン
2016 年 2 月26 日（金）

調布 Parco

コミュニティ型店舗

調布 PARCOでは、レディス、メンズ、キッズまで取り揃えた複合型
大型店の導入により、ファミリー層を獲得するなど客層の拡大を図り
ました。

提案しました。

池袋 PARCO 本館 7 階

THE GUEST cafe & diner「 君の名は。カフェ」
〜 2 月7 日
（火）
2017 年 1 月7 日（土）

調布 PARCO 6 階
レディス・メンズ
「グローバルワーク」
オープン
2016 年 10 月21 日（金）
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専門店事業
売上高：

2017 年度テーマ

216 億 40 百万円

・新業態を含めた積極的な新規出店の推進

営業利益：

・オリジナル商品の充実および商品構成の改善による利益率の向上

4 億 35 百万円

・EC 事業の強化による利益拡大

株式会社ヌーヴ・エイ

www.neuve-a.com

積極的な出店により増収を達成
2017 年度は商品構成の改善による利益率向上
株式会社ヌーヴ・エイは、スクラップ &ビルドを推進したことにより売上高は前期実績を上回りましたが、既存店の売上基調低下に加え、出店経費
などの増加により、営業利益は前期実績を下回りました。

2017 年度は、既存店の底上げを軸に新業態を含めた積極的な新規出店推進に取り組みます。オリジナル商品の充実および商品構成の改善による
利益率の向上を図るとともに、EC 事業の強化による利益拡大を推進していきます。

TiCTAC

POKER FACE

「広島 T-SITE 店」
オープン
2017 年 4 月28 日（金）
マーケットのターゲットに応じたショップブランドを展開し、バイヤー
やショップスタッフのセンスを通してショップごとの商品展開をおこ
なっています。日本未公開の海外新興ブランドの発掘や人気ブラン
ドとのコラボレーションやオリジナルプロダクトの開発などもおこな
い、時間を知るだけにとどまらない、腕時計の新たな魅力を発信し
ています。

店舗数

Tour de Brain

「 POKER FACE KYOTO TRADITION（
」京都寺町通路面店）
オープン
2015 年 12 月28 日（月）

「さいたまコクーンシティ店」
オープン
2015 年 4 月24 日（金）

「上質なスタンダード」
をキーワードにした商品セレクトをおこな
い 、国産フレームからインポートブランドまで品質とファッション
性を兼ね備えたアイウェアを厳選するほか 、ギフトとしても提案
できる周辺雑貨の展開にも注力しています。
また独自のプログラムや充実した研修制度により専門知識と
技術を持ったプロのスタッフの育成をおこなっています。

店舗数の推移

201 店舗（うちPARCO52 店舗）

TiCTAC 事業部 腕時計専門店

※リルレシピ含む

156

29 店舗（うちPARCO11 店舗）

眼鏡専門店

ローズマリー事業部

182

172

100 店舗（うちPARCO15 店舗）

201

200

外出店比率 74.1％
「 PARCO 」
アイウェア事業部

ステーショナリー を広義に捉えなおし、脳を活性化させるツール
として再定義。知的マインドに刺激を与え、クリエイティブに毎日を
楽しむツールとして位置づけました。多様化し変化し続ける雑貨市場
において、個人ニーズが高まる文房具を中心に、パーソナルなツール・
雑貨を広く捉えて編集する、新しい切り口のライフスタイル提案型
雑貨セレクトショップです。

化粧品／化粧雑貨専門店

コレクターズ事業部 メンズ雑貨専門店

25 店舗（うちPARCO15 店舗）
42 店舗（うちPARCO12 店舗）
5 店舗（うちPARCO0 店舗）

業態開発

うち

うち

うち

うち

55

55

58

57

PARCO
2012年度

PARCO
2013年度

PARCO
2014年度

PARCO

うち

PARCO
52

2015年度

2016年度

「雑貨」
を核としたユニークな複合型専門店企業として、
お客さまのライフスタイル充実に貢献します
私たちは、雑貨という事業領域において、既存の取り扱いアイテムに捉われることなく、

探す・遊ぶ・飾る・贈る・組合せるなど、さまざまなライフシーンに彩りを添える商品やサービス

を、絶え間なく提案していきます。
代表取締役社長

阿部 了
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また、ECにおいても、ヌーヴ・エイモールの確立を目指して、商品の拡大に加え、リアル店舗

との共通サービスなど 、買い回りの利便性をさらに高めて、お客さまのライフスタイル充実に
貢献していきます。

総合空間事業
売上高：

202 億 42 百万円
営業利益：

2017 年度テーマ
・PARCO や外部商業施設で培ったノウハウ・技術を強みとし、外部商業施設における電気工事
および専門店の内装工事を中心とした外部案件の複合受注体制の推進

6 億 29 百万円

株式会社パルコスペースシステムズ

www.parco-space.co.jp

受注物件の増加と契約条件の見直しにより増収増益を達成
2017 年度は外部商業施設の高収益複合受注を目指す
株式会社パルコスペースシステムズは、受注物件の増加や契約条件の見直しにより売上総利益率が向上したことで、売上高、営業利益ともに
前期実績を上回りました。

2017 年度は、パルコや外部の受託案件で培ったノウハウ・技術を強みとし、外部商業施設における電気工事および専門店の内装工事を中心と
した複合受注体制の強化を推進していきます。

内装・電気工事

省エネ・環境負荷低減

商業施設をはじめ 、公共施設や医療施設、ホテルなどさまざまな
施設において 、経験とノウハウを活かし高い技術力と対応力によっ
て、クライアントのニーズを正確・安全に具現化し、洗練された空間
を創造、ご提供します。
工期のスケジュール管理や 、施設のルールに則り安全かつ円滑に
工事を進めるための調整をおこなうとともに 、設計者と施工会社
との間に立ち、密に連携を取り合うことで品質向上に努めています。
電 気 工 事では 、電 気 設 備にかかわる業 務 のみならず 、屋 外に
設置されている携帯電話のアンテナ基地局工事といった業務まで 、
施 設 にかかわる電 気 に 幅 広く携 わり、施 設を利 用される方々 に
快適で安全な空間をご提供します。

省エネ・環境負荷低減への取り組みは今や社会的な責務とな
り、企業単位で取り組むべき重要な課題となっています。
私たちは空間づくりにあたり、省エネルギー で高演出な照明
設計、LEDをはじめとする高効率照明器具の導入、またリサイクル
素材の内装材や什器のご提案にいたるまで、さまざまな角度から
エコに取り組んでいます。

ボーノ相模大野ショッピングセンター

ディスプレイ・VMD

SLOW HANDS（東京・経堂）

たまプラーザ テラス

Performance

クライアントからのさまざまなご 要 望に的 確に対 応し、強く
アピールしたい商品や展示物を最大限に引き立て 、お客さまの
目を引き、心に響く装飾演出をおこなっています。
またショーウィンドウだけでなく、物 販 店 舗 などにおいて 、
取り扱 い 商 品 をどこに 、どのように 陳 列 すると、お 客 さまに
「 魅力的に商品を見せ 、選びやすく、買い物をしやすい売り場に
できるか」、そのビ ジュア ル 的 なご 提 案（ VMD＝ビ ジュア ル
マーチャンダイジング）
もおこなっています。

サービス業務一覧
内装工事

電気工事

内装監理

照明・LED・省エネ

設備管理

プロパティマネジメント

警備

インフォメーション

パーキング

清掃

ハウスキーピング

バンケット

広告ビジュアル

ディスプレイ・VMD

インテリアデザイン

（ビジュアルマーチャンダイジング）

ワンストップ／オールラウンド／オーナー視点
新中期経営計画を推進する当社の
「戦略」
は次の 3 つです。1 つ目は
「ワンストップ」
。ひとりの

お客さまからいろいろなお仕事を。複合受注を目指します。そのうちにお客さまの課題や予算も
把握し、全体最適・長期最適の視点をお客さまと共有します。２つ目に
「オールラウンド」
。いろいろ

できる。いろんな専門家がいて何でも相談できる。会社も社員もそれぞれマルチスキル 。
代表取締役社長

だから頼りにされます。そして
「オーナー視点」
。オーナーの夢と課題を一手に引き受け、顧客

今枝 立視

目指していきます。

視点を貫きます。面白い仕事・難しい仕事が舞い込む
「ナンバーワン & オンリーワン」企業を
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その他の事業（株式会社パルコのエンタテインメント事業／株式会社パルコデジタルマーケティング）
売上高： 67 億 74 百万円

営業利益： 58 百万円

株式会社パルコのエンタテインメント事業

www.parco.co.jp/business/entertainment/

2017 年度テーマ
・拠点外会場公演の強化と映像配給受託業務の拡大
・情報発信カフェの拠点を国内外へ展開拡大
・独自のエンタテインメントコンテンツを活用したビジネスの拡大
株式会社パルコのエンタテインメント事業は、演劇で、寺山修司作、美輪明宏演出・主演
『毛皮のマリー 』や、松尾スズキ演出、長澤まさみ主演『キャバレー 』などの話題作を上演し、
好評を博しました。また、邦画出資作品の『 TOO YOUNG TO DIE！若くして死ぬ』のヒットや、
人気の情報発信カフェの新規店舗を出店するなどコンテンツ事業は好調に推移しましたが 、

ミュージカル
『 キャバレー 』松尾スズキ演出
2017 年 1 月より東京 EX シアター六本木ほか 、神奈川、大阪、
宮城、愛知、福岡にて上演

渋谷 PARCO 一時休業に伴う拠点減少の影響により、売上高、営業利益は前期実績を下回り
ました。

2017 年度は、演劇では2014 年に人気を博した『 SINGIN IN THE RAIN ̶ 雨に唄えば ̶』
再 演などの 拠 点 外 会 場 公 演 の 強 化。映 像では第 89 回アカデミー賞 の 2 部 門を受 賞した
『マンチェスター・バイ・ザ・シー 』などの話題性のある作品を取り扱う配給受託業務の拡大に
取り組んでいきます。また、コンテンツ開発では情報発信カフェの拠点を国内外に拡大展開し、
継続してリアル拠点をベースとしたライブエンタテインメントの強化に取り組んでいきます。
『マンチェスター・バイ・ザ・シー 』

©2016 K Films Manchester LLC. All Rights Reserved.

株式会社パルコデジタルマーケティング（旧（株）パルコ・シティ）

www.parco-digital.co.jp

2017 年度テーマ
・外部商業施設のデジタル・マーケティングに関する かかりつけのパートナー とし
て、サービスを提供。利益拡大を図る
株式会社パルコデジタルマーケティングは、外部の商業施設・専門店との取引増加により、
は
売上高、営業利益ともに前期実績を上回りました。提供するサービス
「 SCコンシェルジュ」

2016 年度までに全国 150 の商業施設の共通基盤としてご活用いただいています。
2017 年度は、2017 年 3 月1 日付で株式会社パルコ・シティから商号変更し、外部商業施設の
デジタル・マーケティングに関する"かかりつけのパートナー"として、
「 先進のＩＣＴサービス」
を

Web サイトやロボットでのデジタル・マーケティング支援

提供し続けていきます。

多様なデジタル・サービスを開発して、商業施設に貢献する
これからますます技術進化が速くなり、商業施設や専門店はデジタル・マーケティングへ

積極的に取り組むことが 求められます。そうした商業施設の取り組みを支援するために 、
当社は 2021 年度までの間に多様なサービスを開発し、業界の 1 割に当たる 300 の商業施設

代表取締役社長

川瀬 賢二
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へサービス提供することを目指しています。

Web サイトやアプリを含め 、デジタルサイネージやロボット、ＡＩまで 、幅広いサービスを

用いて商業施設の魅力向上と、生活者の皆さまの豊かな暮らしに貢献していきます。

パルコグループの新たな取り組み
新中期経営計画の目標達成に向け、都市生活者の多様化するニーズを捉えた
「独自の提供価値」
を拡大すべく、ノウハウやネットワークを活か
した新たな取り組みにパルコグループ一体となって積極的に挑戦しています。
飲食事業

パルコ直営のネオビストロ「 &

éclé（アンドエクレ）」

and-ecle.com

は、ミシュランガイド1ツ星レストラン
2015 年7 月、東京・南青山に開業したパルコ直営の飲食店舗「 & éclé」
の元シェフ、オリヴィエ ロドリゲス氏と共同で開発運営するネオビストロの新業態 1 号店です。近年、
重要性の増している食の分野において、都市生活者へのフレンチの新たな楽しみ方を提案しています。
「 Iittala X Issey Miyake 」
とコラボレーションし、2017 年春に1 周年を迎える
「 Iittala X
2017 年 3 月には、
の陶磁器、テキスタイルアイテムからインスピレーションを得て、創作した
Issey Miyake ホームコレクション」
期間限定オリジナルメニューを展開しました。
オリヴィエ ロドリゲス氏が創作した期間限定オリジナル
メニュー

海外事業

パルコプロデュースの日系レストラン集積ゾーン「 itadakimasu
（イタダキマス）
by

Parco」

www.parco.com.sg/itadakimasu

「 itadakimasu by PARCO 」
をシン
2016 年 12 月、パルコがプロデュースする日系レストラン集積ゾーン
ガポール有数のオフィス街Tanjong Pagar
（タンジョンパガー）
にある商業施設
「 100AM
（ハンドレッドエム）
」
に開業しました。
「毎日選べる日本の味」
をコンセプトに、7 つの飲食店を導入し、日本同様の味・クオリティ
を手頃に楽しめる価格で提供しています。
海外事業については、アジア圏を中心に、当社グループの持つコンテンツを海外に発信する機能を強化
していきます。
「 itadakimasu by PARCO 」
2016 年に開業した

自主編集事業

新たなパルコカルチャーを発信する「 BY

Parco（バイパルコ）」

www.parco.jp/byparco/
Performance

「 BY PARCO 」
をオープンしま
2016 年 8 月、東京・青山に自主編集ショップとテナントとの複合型ショップ
した。BY PARCOはパルコ自主編集ショップ
「ミツカルストア」
とファッションブランド
「 ANREALAGE 」
の
直営店、短期で入れ替わる
「 BY PARCO shop & gallery 」
の3 店舗で構成され、新たなパルコカルチャー
を発信しています。
その核となる
「ミツカルストア」
では、 UNIVERSITY をテーマに、ショップを
「デザイナーとお客さまが
出会い、刺激を受け、学ぶ場所」
と捉え、学校をイメージした空間演出となっています。また、併設する
ギャラリーでは、展示会やイベントを定期的に開催しています。
東京・青山の自主編集ショップ
「 BY PARCO 」

2016 年度 表彰・受賞一覧
エンタテインメント事業部

パルコグループ

パルコプロデュース公演
『母と惑星について、および自転する女たちの記録』
• 第 20 回 鶴屋南北戯曲賞 蓬莱竜太
• 第 24 回 読売演劇大賞最優秀女優賞 鈴木杏

パルコグループ企業サイト
「2016 年全上場企業ホーム
• 日興アイ・アール株式会社による
ページ充実度ランキング調査」
総合ランキング最優秀賞

• 大和インベスター・リレーションズ株式会社が上場企業の
サイトを評価する
「インターネットIR 表彰」
優良賞

パルコ配給作品
『マンチェスター・バイ・ザ・シー 』

• 第 74 回 ゴールデングローブ賞

ショッピングセンター事業

映画部門主演男優賞
（ドラマ部門）
受賞
• 第 89 回 アカデミー賞 主演男優賞・脚本賞受賞

• 商業施設「名古屋PARCO」 繊研新聞社主催 第19 回（2016年
度）
テナントが選んだディベロッパー大賞 敢闘賞受賞

• 2016-2017 パルコシーズン広告を手がけたM/M（ Paris ）が
東京 TDC 賞 2017 アドバタイジング部門 TDC 賞受賞
『 O tomato parco 』
メインビジュアルを手が
• 展覧会&イベント
けたtomato が東京 TDC 賞 2017 アドバタイジング部門
TDC 賞受賞
• 実店舗における優れた集客・プロモーションを実施した企業に
贈られる第 2 回リテールプロモーションアワード 受賞

『母と惑星について、
および自転する女たちの記録』

パルコ出資作品
『氷の花火 山口小夜子』

• 平成 28 年度文化庁映画賞 大賞受賞

パルコ出資作品
『彼らが本気で編むときは、』

• 第 67 回 ベルリン国際映画祭

『 O tomato parco 』

テディ審査員特別賞受賞・観客賞
（2nd place) W 受賞

『彼らが本気で編むときは、』

©2017「彼らが本気で編むときは、」
製作委員会
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価値創造の成果

パルコを支えるパートナーからのメッセージ

次の渋谷 PARCO に期待すること
パルコのブランドプロデュース、エンタテインメントを支える、さまざまなクリエイター、

アーティストなどの皆さまに、渋谷 PARCO 一時休業に伴いメッセージをいただきました。

商業施設のあり方を覆すような革新的な
施設であってほしい
僕にとって渋 谷 PARCO は、とても思 い 入 れが 強 い
場所です。学生時代に通っていたバンタンデザイン研究所

ANREALAGE

が 、かつての 渋 谷 PARCO PART2 の 隣 のビルにあり、
渋谷PARCOには毎日のように立ち寄っていました。特に、
「ミッドウエスト」
という、当時はアントワープを中心にした
世界最先端の服を扱うセレクトショップが 入っていて、

デザイナー

aNrEaLaGE
森永 邦彦さん

1980 年 東 京 都 生まれ。ANREALAGEとはA
REAL＝日常、UN REAL＝非日常、AGE＝時代、

を意味する。大学在学中にバンタンデザイン
研究所に通い服づくりをはじめる。
「神は細部に

2019 年の渋谷 PARCOは、従来の商業施設のあり方を
覆すような革新的な施設であってほしいと願っています。
今の時代、人が集まる場所をファッションというフィールド
の内部でつくるのは難しい気がしていて、悲しいことで

その店には見たことのないファッションがたくさん並んで

はありますが 、ファッションを越えたところに可能性があ

いました。ファッションを学んでいた一学生として、それ

ると思っています。だからこそ、ファッションではない 、

ら創造性のあるアイテムたちと自分が授業で制作した服

「ファッションの周辺にあるもの」
に目を向けることが大事。

とを見比べて、圧倒的な差を痛感したりしていましたね

劇場やギャラリースペースはもちろん、ワークショップを

（笑）
。この悔しさが 、僕のクリエーションの原体験になっ

おこなう教室のような場所など、間接的にファッションを見

ているのかもしれません。

つめられる場所をたくさん設けて、クリエイターやクリエイター

2013 年には、ブランド創設10 周年を記念した初の展覧会
『 A REAL UN REAL AGE 』を 渋 谷 PARCO の PARCO
MUSEUMで開催しました。ブランドとしての思想であっ

を目指す人を惹きつけるハブのような存在になってほしい

たり文化的な側面であったり、今のスタイルが構築されて

いる従来の商業施設とは一線を画する、新しいファッション

いく中 でひとつの 転 機となった展 覧 会 です。今でも、

ビルのあり方です。売っているモノがいかに斬新で魅力的

宿る」
という信念のもとにつくられた色鮮やかで
細かいパッチワークや、人間の身体にとらわれ

ない独創的なかたちの洋服が特徴。2003 年、

「アンリアレイジ」
として活動を開始。2005 年、
ニューヨークの新人デザイナーコンテスト
「 GEN
でアバンギャルド大賞を受賞。2011年、
ART 2005」

第29回毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励
『 A REAL UN REAL AGE 』
賞受賞。2012年、個展

（渋谷PARCO PART1 3階 PARCO MUSEUM）
を

です。
つまりそれは、モノを消費することだけが目的となって

展覧会に合わせて出版した書籍『 A REAL UN REAL AGE 』

でも、売られている環境やサービスが変わらなければ 、

を手に取ると、制約の中で膨大な時間を費やしたことが

その新しさは社会に広がらないと思うんです。営業時間

思い返され、生まれてきたクリエーションの生々しさに心が

や売り場の区分けに新しいアイデアが導入されていたり。

洗われる思いがします。それまでのアンリアレイジは、ショップ

例えば子ども服売場ひとつとっても、その多くが直接の購

にしろファッションショーにしろ、僕たちのファンもしくは

買者である大人に訴求することが第一に考えられていて、

発表。2014 年、15S/S よりパリコレクション

元来ファッションが好きな人たちに向けて洋服を発表して

本来主役であるはずの子どもが退屈する場所になってしまっ

デビュー。

いました。けれども、
『 A REAL UN REAL AGE 』展では

ている。根本から発想を変えて、子どもたちがファッション

『 A REAL UN REAL AGE 』展
渋谷 PARCO PART1 3 階 PARCO MUSEUM
〜12 月25 日
（火）
2012 年 12 月7 日（金）
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でした。
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私たちをまったく知らない方やファッションに関心のない

の楽しさ、魅力に気づくことができる売場ができたら素敵

方に足を運んでもらうことができた。そのときに強く感じ

ですよね。最先端のクリエーションを世の中に届けてきた

たのが 、
「越 境」していくことの 面 白 さと 大 切 さです。

歴史ある館として、新しい渋谷 PARCO が 、これまでの

ファッションと非ファッションの境を越えていくことを強く

商業施設のあり方を根本から変えてくれると信じています。

意識する契機になり、同時に、それまでずっと迷っていた

Chim↑Pom

アーティスト

chim ↑ Pom
2005 年に東京で結成した卯城竜太、エリイ、
林靖高、水野俊紀、岡田将孝、稲岡求からなる

6 人組アーティスト集団。時代のリアルに反射
神経で反応し、現代社会に全力で介入した強い
社会的メッセージを持つ作品を次々と発表。
東京をベースに、海外でもさまざまな展覧会・
プロジェクトに参加。また美術専門誌監修や
展覧会キュレーションなどもおこなう。主な
著作に、
『芸術実行犯』
（朝日出版社、2012 年）
、
『 SUPER RAT （
』パルコ出版、2012 年）
。

撮影：レスリー・キー

「制約」
を逆手に取れるのが私たちの知っているPARCO

今、東京のどこに行っても雑貨屋がたくさんあるけど 、

Chim↑Pomとして、商業施設で開催した唯一の展覧会

その前に部屋を整えるほうが先でしょう。素敵な部屋に

が2012年の『 Chim↑ Pom展』
（渋 谷PARCO PART1 3階
撮影：TAKAMURADAISUKE

でした。PARCO のスタッフの方々は、
PARCO MUSEUM）

は、アートも飾りたくなるし雑貨もそろえたくなる。さら

私たちのどんな無謀な提案に対しても興味を示してくれて、

には、美術館に通い、アートイベントにも参加したくなる。

一緒になって面白がってくれました。
「商業施設であるが

「不動産屋」
の存在はそういう好循環を生むのと同時に、

故の制約」
を逆手に取って、アーティストとともに面白い

渋谷の街全体を意識している趣もあって、これは渋谷

方向に持っていけるのが 、私たちが知っているPARCO

PARCO だからこそできることだと思います。衣食住の

です。

「衣」があって
「食」があって
（「食」
ももっと頑張ってほし

渋谷という、種々雑多なカルチャー、メディアが交差
する特異な場所で 、これまで PARCO が時代に合わせて
おこなってきたような革 命を、2019 年 の 渋 谷 PARCO
にも起こしてほしいと願っています。例えば、
「不動産屋」

今、ファッションビルや商業施設はどれもすべて同じよ
うに見えますが 、2019 年に開業する渋谷 PARCOにはそ

があったら面白いのかなと。リノベーション可能な物件

んなフラットな価値観をぶち壊し続けてほしいです。面白

やギャラリーとして使えそうな物件など、アーティストや

くて刺激的なアートイベントがあり、劇場があり映画館が

ギャラリスト、未来のクリエイターである学生たちが探し

あり、本屋がある。そして、不動産屋も？ほかのどこにも

ていそうな 物 件 をキュレーション する。アーティストが

ない、まったく新しい文化発信地としての渋谷 PARCOに

リノベーションを請け負うサービスも面白いかもしれません。

期待しています。

Performance

『 Chim ↑ Pom 展』
〜 10 月14 日
（日）
2012 年 9 月22 日（土）
渋谷 PARCO PART1 3 階 PARCO MUSEUM
外壁のネオンサイン
「 P」
と
「 C」
をはずしてミュージ
アム内に設置した作品『 PAVILION 』がそのまま
のフライヤーデザインのモチーフ
『 Chim ↑Pom 展』
に採用された。

いけど）
、新たに
「住」
を始めるのも良いのではないでしょ
うか。

東京のシーンを、日本を、引っ張っていってほしい
最近、日本のファッションカルチャーに関する文献を読む
機会があり、そこにPARCO 創設時のとても興味深い話が
「世界最大級
書いてありました。それは、もともとPARCOは
の百貨店であるニューヨークのメイシーズと、現代美術や
現代音楽の発信拠点として創設された総合文化施設、
パリのポンピドゥ・センターの融合」
というコンセプトで
スタートしたという話でした。今回、新たに渋谷 PARCO
をつくり直すという話をお聞きして、注目すべき、とても

クリエイティブユニット

M ／ M（ Paris ）（エムエムパリス）

マティアス・オグスティニアックさん（左） ミカエル・アムザラグさん（右）
マティアス・オグスティニアックとミカエル・アムザラグにより1992 年に結成されたクリエイティブユニット。20 年以上にわたり、
ファッション、アート、音楽と多分野において活躍し、象徴的かつ影響力の強いデザイン表現で世界中の人々を魅了している。
これまでのコラボレーションワークにはDior Homme 、Louis Vuitton 等のビックメゾンが連なる。音楽の分野でも、2013 年
にグラミー賞の最優秀レコーディング・パッケージ賞を受賞したBjorkの『 Biophilia 』
を代表に、数々の著名アーティストの
アルバムアートワークやMVを手がけるほか、
『 Vogue Paris 』
などの雑誌のアートディレクションも手がける。

エキサイティングなニュースだと感じました。新しい渋谷

PARCOには、初心に立ち返り、日本独自のカルチャーを
しっかりと保ちつつ世界最先端のモードの要素をミックス
させるような、新たな感性を追求する姿勢を常に忘れない
でほしいと思います。そして、これまで以上にエッジの効
いたファッションビルとして、東京のシーンを、日本を、引っ
張っていってほしい。3 年前、初めてPARCOのシーズン
広告を手がけたときから、私たちは常に創設当時のオンリー

M ／M（Paris）
ワンなPARCOをイメージしながら創造を続けています。
新しい渋谷 PARCOが 、そんな特別な存在になっていくこ

とを願っています。

初めて取り組んだシーズンポスター 『 M ／ M（ Paris ）SUGOROKU DE L OIE 』
（2014 年秋冬）
渋谷 PARCO PART1 3 階 PARCO MUSEUM
〜 4 月20 日
（月）
2015 年 4 月3 日（金）
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価値創造の成果

パルコブランドのプロデュース
パルコは創業以来、単に物を売るだけではなく、楽しい時間の過ごし方や新しい生活の楽しさなどをプロデュースし、提案する
情報発信基地となって独自の文化を生み出す取り組みをしてきました。それが企業ブランドの向上やショッピングセンター
の差別化に大切な役割を果たしています。
「 Parco 」

広告キャンペーン
www.parco.jp/style/cm_poster/
パルコのシーズンキャンペーン広告
「 PARCO2016AW 」
「 PARCO2017SS 」では、2014 年 から世 界 的に有 名な
フランスのデザインユニット
「 M ／ M（ Paris ）
（
」エムエム
パリス）
を継続起用しており、今回で 3 年目を迎えました。
今回は新たに撮影をヨーガン・テラー、モデルにリリー・
サムナーを起用しています。
「赤ずきん」
や
「白雪姫」
などのグリム童話をはじめとし
た数多くの傑作童話を生み出したドイツの山岳森林地帯
を舞台に、現代的な童話をテーマに4 つのエピソードを
展開しました。

ポスター
Chapter 3「 PARCO2017SS 」

PARCO MUSEUM

（パルコミュージアム）
www.parco-art.com

1981年の渋谷PARCO PART3の開業

以来、パルコの文化的情報発信拠点と

して時代の空気を捉えてきた
「 PARCO

（木）より
MUSEUM」が 2016 年9月1日
池袋PARCO 本館7階に移転リニューアル

オープンしました。アート、デ ザイン、

カルチャーなど既存の枠にとらわれない

ポスター
Chapter 4「 PARCO2017SS 」

GALLERY X BY PARCO

（ギャラリー エックス バイ パルコ）
www.parco-art.com

（金）
、渋 谷 に 新 たな
2016年12月9日

カルチャー発信拠点としてアートスペース

「 GALLERY X BY PARCO」
をオープン
し、アート、カルチャー、音楽、ファッション、
アニメなど、幅広いジャンルのカルチャー

を、渋谷の街へ創出していきます。

多種多様な企画を生み出していきます。

『ロバート秋山竜次プレゼンツ
東京クリエイターズ・ファイル祭 池袋クリエイティブ大作戦』
2017 年 4 月 29 日（土）〜 5 月 22 日（月）
ロバート秋山がさまざまなクリエイターに扮し人気を博す
『クリエイターズ・ファイル』
の初めての大型展覧会。

『 T2 BAR 〜 T2 Trainspotting Exhibition & BAR 〜 』
2017 年 4 月 6 日（木）〜 4 月 11 日（火）
映画『トレインスポッティング』
の続編『 T2 トレインスポッ
ティング』の世界観の中でスコッチウィスキーが飲める
期間限定 BAR 。

ストリートファッション・マーケティング
「 ACROSS（アクロス）」
www.web-across.com
パルコのアクロス編集部は1977 年以来、東京の若者とファッション・カルチャーを研究し、
オンラインマガジンを運営しています。1980 年 8 月からスタートした
「定点観測」
をベースに、
ミクロな視点からファッションに留まらず、
「ひと」
×
「みせ」
×
「まち」
の
「ストリートファッション・
マーケティング」
分析をおこなっています。蓄積されたデータやノウハウは、各種事業活動に
活用しているほか、国内外の外部企業や団体からの受託業務、共同研究へと活用されて
います。
「 定点観測」
は 2017 年 6 月で 436 回実施し、
毎月第 1 土曜日に実施する
消費者のライフスタイルを紐解く貴重なデータ資料となっています。
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パルコのエンタテインメント
パルコのエンタテインメント事業は、創業当時から幅広い分野で新しいカルチャーを積極的に紹介し、心豊かなライフスタイル
を提案してきました。Parco の文化施設での展開をはじめ、外部公演やイベントへの参加を通じ、パルコがプロデュースする
エンタテインメントを国内外へ発信しています。

劇場

映像

www.parco-play.com

www.parco-enta.com

渋谷 PARCO 一時休業に伴い
「 PARCO 劇場」
も43 年の歴史に一旦幕を

「 PARCO 劇場」
同様、ロードショー館
「シネクイント」
も一旦幕を閉じま

閉じました。休館中も外部会場でプロデュース公演を積極的におこなって

した。休館中も海外作品の買付、邦画・ODS への出資参加だけでなく

います。

多角的にビジネスを展開しています。

※

※ Other Digital Stuffの略であり、コンサートやスポーツ、演劇などの生中継や録画上映のこと。

当社プロデュース

ブロードウェイ・ミュージカル
『アダムス・ファミリー 』
〜 11 月12 日（日） 会場：KAAT 神奈川芸術劇場＜ホール＞
2017 年 10 月28 日（土）

本作は2014 年の初演で、白井晃の質の高い演出と、キャラクターにぴったりのキャスト陣、

当社権利事業

『 鋼の錬金術師 』
2017 年 12 月 1 日（金）全国ロードショー

心に残る優れた楽曲で喝采を浴びました。また、ゴメス役の橋本さとしは、読売演劇大賞優秀

シリーズ全世界累計 7,000 万部超の伝説的コミックの実写映画化。幼くして錬金術の天才

男優賞を受賞しました。ハロウィン・シーズンの10 月、アンコールの声にお応えし、待望の

的な才能を見せる主人公・エドは弟アルと2 人で、大好きだった亡き母を生き返らせようと禁断

再演です。ブラックな笑いとゴシックなテイストに溢れた、ユニークなお化け一家の家族愛

の 人体錬成 の理論にたどり着き、母を生き返らせようとするが・
・
・全世界待望のファンタジー・

ミュージカル。豪華な新メンバーを迎え、オール

アクション超大作。エドワード・エルリックことエド役に山田涼介、ウィンリィ役に本田翼、マス

スターキャストによる新生
『アダムス・ファミリー』
、

タング大佐役にディーン・フジオカ、ラスト役

いよいよ開幕です！
！

に松雪泰子などオールキャストが出演する。

演出：白井晃
出演：橋本さとし、真琴つばさ／壮一帆（ダブル
キャスト）
、昆夏美、村井良大 他

出演：山田涼介、本田翼、ディーン・フジオカ、
松雪泰子 他
原作：
「鋼の錬金術師」
荒川弘
（
「ガンガンコミックス」
スクウェア・エニックス刊）
監督：曽利文彦（『ピンポン』他）

大阪、富山公演あり

©2017 荒川弘／ SQUARE ENIX ©2017 映画「鋼の錬金術師」製作委員会

音楽

出版

CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）

www.club-quattro.com

、梅 田、広 島
（広 島 PARCO
渋 谷、名 古 屋
（名 古 屋 PARCO 東 館 8 階）

www.parco-publishing.jp
芸術書から実用書、文芸書まで多様な出版物を刊行しており、国内外の

本館 10 階）
「 CLUB QUATTRO 」
を運営。
4 拠点において、ライブハウス

最先端アーティスト、クリエイターの方々の書籍刊行や、映画・展覧会など

国内外の新進気鋭アーティストを招聘し、良質なライブミュージックをお届

と連動した出版物など幅広い展開をしています。

けしています。

『 WILKO JOHNSON（ウィルコ・ジョンソン）』Japan Tour
2017 年 10 月 9 日（月）〜 10 月 13 日（金）

Performance

2014 年公演より 撮影：引地信彦

『 彼らが本気で編むときは、』
原作：荻上直子

ノベライズ：百瀬しのぶ

絵：今日マチ子

荻上直子脚本・監督、映画
「彼らが本気で編むときは、」
の書き下ろし

70 年代初頭からイギリスのパブロック・シーンを牽引し、

ノベライズ 。優しさに満ちたトランスジェンダーの女性リンコと、彼女の

後のパンク・ロック・ムーブメントの火付け役となったバンド

心の美しさに惹かれ、すべてを受け入れる恋人のマキオ。そんなカップル

Dr Feelgoodから始まり、長いキャリアを通して世界中に

の前に現れた、愛を知らない孤独な少女トモ。桜の季節に出会った

数多くのフォロワーを生みリスペクトを集め続ける永遠の

3 人が、それぞれの幸せを見つけるまでの心温まる60 日。

ギターヒーロー「ウィルコ・ジョンソン」
。70 歳のメモリアル

表紙・挿絵は今日マチ子さん描き下ろし。

イヤーを記念した来日公演を東名阪 QUATTRO TOURとし
て開催。
公演日程／会場：
・10 日
（火）
渋谷 CLUB QUATTRO
2017 年 10 月9 日（月）
2017 年 10 月12 日（木）名古屋 CLUB QUATTRO
2017 年 10 月13 日（金）梅田 CLUB QUATTRO

QUATTRO LABO（クアトロラボ）

www.quattrolabo.com

2014 年にオープンしたCLUB QUATTRO
がプ ロ デュース するミュージックカフェ&
ダイニングバー
「 QUATTRO LABO（
」吉祥寺）

は、アナログレコードを聴きながらゆったり

2017 年 1 月刊行
定価 本体 630 円（税別）

コンテンツ開発
人気キャラクターや映画、アニメとのコラボレーションしたカフェメニュー
とともに作品の世界観を体験できるコラボカフェを展開しています。2017
年3 月には札幌PARCO 店がオープンし全国5 拠点にて展開中。
「ポケモンカフェ」
を期間限定オープン
2016 年には、シンガポールにて
するなど、海外での展開を進めています。

THE GUEST cafe & diner
池袋 PARCO 、名古屋 PARCO 、福岡 PARCO 、
札幌 PARCO 、心斎橋 161

とした時間を過ごせる 大人の為のサード

「君の名は。カフェ」
は池袋PARCOを
最大11 時間待ちを記録した

プレイス です。

皮切りに全国 5 拠点で開催。

©2016「君の名は。」製作委員会
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ESG の取り組み

環境と社会

パルコグループは、cSr 活動の定義を経営理念の具現化であると考え、さまざまな活動に取り組んでいます。さらにこれらの
の視点を新たに加え、
活動を推進していく上で、ESG（ Environment ／環境・Society ／社会・Governance ／ガバナンス）
課題に積極的に対応していくことで持続的な成長を目指していきます。
詳細な取り組みは Web サイトをご覧ください 。
［ ESG への取り組み］
www.parco.co.jp/ir/esg/

［ CSR ］

www.parco.co.jp/csr/

社会への取り組み

パルコグループでは、次世代の人材や才能を応援する
「次世代の人材」
、文化的で新しい価値の提供と市場を創造する
「文化」
、

街や地域の魅力向上に貢献する
「地域」
を重要テーマと認識し、さまざまな活動に取り組むとともに、ダイバーシティ&インクルージョン
経営を推進しています。
在宅ワーク制度を導入。育児・介護支援制度をさらに拡充し、多様な働き方を支援
社内 SNS の導入など多様な人材の柔軟な働き方を実現するための制度拡充や、施策の実施、
経営管理層への意識改革などを実施してきました。2015年からトライアルで実施してきた在宅ワークを、

2017 年 3 月より制度として導入し運用を開始しています。
また、育児・介護のための勤務時間短縮の期間を法定基準以上に設定するなど、さらなる拡充を
図り、多様な働き方を支援しています。

主な育児・介護支援制度の拡充

コミュニケーション強化のため社内 SNS・
スマートフォンアプリ
「 Talknote 」
を導入

●＝法定基準以上 / ○＝法定どおり

項目

当社新制度

介護休職の期間、
対象家族

介護時短と合わせて通算 93 日
通 算 1 年までの 間 で、3 回まで
●
の分割取得が可能
まで、原則 1 回
（現行法どおり）

当社旧制度

介護休暇の取得単位

半日単位（前半休・後半休）
での
○ 1 日単位
取得が可能

介護両立 介護のための勤務時間 介護休業とは別に、介護が継続
休職期間と通算し93 日以内
する間、短縮勤務利用が利用回 ●
短縮
（現行法どおり）
数の制限なく可能

育児両立

介護のための時間外
労働の制限

時間外労働を制限する制度は
申し出 により、時 間 外 労 働 が
○ なし
免除
（現行法どおり）

子の看護休暇取得単位

半日単位（前半休・後半休）
での
○ 1 日単位
取得が可能

育児のための勤務時間 子が中学校就学前まで、短縮勤
● 子が小学校就学前まで
務利用が可能
短縮

「準なでしこ銘柄」
に選定
経済産業省が選定する女性活躍推進に優れた企業として平成 28 年度「準なでしこ銘柄」25 社
のうちの 1 社に選定されました。これまでの女性管理職候補者の育成やキャリア意識向上機会
の提供、時間制約のある社員が働きやすい職場の整備、在宅ワーク制度の導入などのダイバー
シティ推進が評価されました。
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女性活躍推進セミナーの様子

パルコグループの BCP（事業継続計画）
パルコグループでは、サービスの継続提供のために、大規模災害発生時などに起こりうるさま
ざまなリスクを未然に防ぐ、また最小化するための手順を定めています。2011 年に
「 PARCO
大規模地震災害 事業継続基本計画」
を制定し、定期的に見直しをおこなっています。

2016 年に発生した熊本地震では、BCPに基づきリスクマネジメント委員会を立ち上げ 、翌日に
は熊本 PARCOにスタッフが入り対応するなど、早期の営業再開が可能となりました。営業再開
後は、チャリティイベントの開催や熊本出身のアーティストとの連携、街場を盛り上げるなど、

BCP 訓練の様子

継続的な支援を実施しました。また、熊本地震での経験を踏まえた防災訓練や実際に使用した
熊本 PARCO 営業再開に向けたスケジュールをベースに、営業再開に向けた課題を精査する訓練
を実施しました。
テナントスタッフの勤務環境改善
働く時間の効率化に向け、テナントスタッフの方が少しでも接客に集中できる時間が持てるよ
う環境改善を推進しています。仙台 PARCO2 では、従業員休憩室に静かな場所でお客さまに
電話がけできるよう、専用の電話個室ブースを設けています。また名古屋 PARCOでは、休憩時間
を少しでも有効に使っていただけるよう、スタッフ専用のコンビニエンスストアを設けています。
仙台 PARCO2
「お客さまへの電話専用ブース」

環境への取り組み

ショッピングセンター事業とそれに関連する活動分野のなかで、地球環境との関わりを重要テーマと認識し、持続可能な社会を

次世代に残していくため、環境保全活動を推進しています。そのために、パートナーであるテナント企業をはじめ取引先企業と
協力し、また、お客さまや地域の方々のご理解をいただきながら、環境負荷の少ない商業空間の創造を目指します。
照明 LED 化の推進

LEDを中心とした省エネ型照明器具の積極的な導入により、器具自体から発する熱量の抑制と、
CO2 排出量の低減に努めています。2012 年以降 PARCO 各店の共用部において、高効率照明
や蛍光灯を除き、集中的に LED 化を実施しました。
また、各ショップ区画においても、改装などのタイミングで着実に LED の導入を進めていただ
いています。

名古屋 PARCO LED 化した店内共用通路
ESG Initiatives

ライトダウンキャンペーンへの参加

2016 年 6 月 22 日と7 月 7 日に、環境省が中心となり、建物の照明を消してCO2 排出量の削減を
呼びかける
「ライトダウンキャンペーン」
に、PARCO 全店で参加をしました。
ライトダウンキャンペーンは毎年夏至
（6 月 21 日頃）
とクールアースデー（7 月 7 日）
に開催されて
おり、PARCO 各店でも、屋上照明や看板照明などを一斉に消灯しています。
リサイクル・リユースの推進

（左）
消灯後
（右）
調布 PARCO 消灯前

PARCO 全店舗を対象に、春期・秋期・冬期の外気冷房の採用、省エネランプの導入やスイッチ
タイマーによる節電に取り組むとともに、節水型バルブ、トイレ擬音装置、自動節水センサー導入
などによる節水に努めています。
また、井戸設備による地下水の汲み上げや、雨水・雑廃水・厨房排水を中水設備で浄化し、
トイレ
排 水 などへの 再利用にも取り組んでいます。名古屋PARCO、浦和PARCO、札幌PARCOでは
コージェネレーションシステムを採用し、発電により生じた廃熱を給湯・プールなどに有効利用して

雨水・雑廃水・厨房排水を浄化する中水設備

います。
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ESG の取り組み

コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
パルコは、企業価値向上のためには、株主の権利・利益の保護 、
株主／投資家以外のステークホルダ ーとの円滑な関係の構築 、

業務執行・経営の監視の仕組み

経営の透明性の確保および有効な経営監視体制の構築が不可欠
であるとの認識から、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組
んでいます。また 、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制
の 構 築を目 的として組 織 形 態を指 名 委 員 会 等 設 置 会 社とし、
経営に対する客観性を担保すべく取締役会構成員の半数を独立
役員（社外取締役）
としています。なお、親会社である J. フロント
リテイリングとは資本業務提携契約を締結しています。この資本
業務提携契約の目的においては、当社の企業価値創造の源泉が 、
経営における自主性と役員および従業員の自主性および創造性
にあるとし、当社における自主性を尊重するものとしています。

cSrマネジメント体制
パルコは、CSR 活動を
「事業を通じて、ステークホルダーの

信頼と満足を得て、企業価値を高める取り組み」
と考え、この

基盤強化のためにCSR 委員会、ダイバーシティ推進委員会と

内部統制
基本的な考え方
パルコは 、業務の有効性および 効率性、財務報告の信頼性、
事業活動にかかわる法令などの遵守ならびに資産の保全などに
おいて 、パルコおよび パルコグループの業務の適正を確保する
体制を定め、企業価値の向上に努めています。

リスクマネジメント委員会から成るCSRマネジメント体制を
構築しています。

cSr 委員会
パルコグループの CSR（企業の社会的責任）
活動の推進

に加え、内部統制の強化を図るため、常務執行役経営
企画室、広報／ IR 室、秘書室担当を委員長とするCSR
委員会を設置しています。CSR 委員会は、パルコグループ

におけるCSR 活動の指針づくり、行動計画づくり、社外

広報支援、社内情報共有の推進、外部企業・団体との

コンプライアンス体制
パルコは、法令などを遵守し、公正かつ透明性の高い企業活動を
おこなうため、コンプライアンスに関する基本理念および行動規範
を制定するとともに、執行役および使用人の法令違反行為などに対
する予防措置、対処方法、是正手段などを定めたコンプライアンス
規定を制定しています。またコンプライアンス体制整備の一環として、
全社員が 遵守し実践すべき
「コンプライアンス基本理念」
、
「行動
規 範」
を制 定しているほか、
「行 動 指 針」
を事 務 所に掲 示したり、
コンプライアンス活動の指針を盛り込んだ
「パルコ社員ハンドブック」
を全役員・全社員に配布するなど社内啓蒙活動を進めています。
また、コンプライアンスの達成および危機管理の観点から、通報者
が 通 報したことによる不 利 益を被ることのない 社 内 通 報 制 度を
設けています。

協働に向けた取り組みの推進をおこないます。グループ

各社社長ならびに全執行役によるディスカッションの実施

や、ダイバーシティ推進委員会・リスクマネジメント委員会・
社内各部門・グループ各社との連動により、全社横断で
活動を進めています。

ダイバーシティ推進委員会
代表執行役社長を委員長とし、経営戦略に則して、多様性

を企業価値向上につなげるための企業風土づくりに取り

組んでいます。2005 年 11 月から
「パルコ・ウィメンズ・

ネットワーク」
としてスタートし、2011 年度より女性だけに

テーマを限定しないダイバーシティプロジェクトへと幅を
広げ、2014 年度より、さらに強力に推進するためダイバー

シティ推進委員会に改編しました。

リスクマネジメント委員会
専務執行役を委員長とし、リスクマネジメント規程に基づ

き、企業活動に内包されるリスクの洗い出し、評価、対策

の検討、社内啓蒙活動をおこなうとともに、緊急時の

コーポレート・ガバナンスの詳細についてはWebサイトをご参照ください 。

www.parco.co.jp/about/governance
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対策本部設置、情報管理など、リスク発現時に迅速に対応

し、事業継続をするためにグループ横断的な管理体制の
整備に努めています。

経営の監督
株主総会

委員会
各委員会は、それぞれの権限に基づき経営監督および取締役

会報告をおこないます。また、各委員会の活動を補佐するため

に経営陣から独立した委員会事務局を設置し、専従スタッフを
配置しています。

指名委員会 ―2016 年度 8 回開催

取締役会 ―2016 年度 14 回開催
取締役会は、経営の基本方針に関する

（5 名（男性 4 名・女性 1 名）
、うち社外取締役 4 名（独立役員）
）

執行の監督をおこないます。2016 年度

決定、取締役会に対する代表執行役、執行役候補者の

意思決定、取締役および執行役の職務

取締役の選解任に関する株主総会に提出する議案内容の

の取締役会は8 名の取締役
（男性 7 名・

推薦、解任提案をする権限を有します。

女性 1 名）
で構成され、うち社外取締役

は4 名で構成しています。取締役会は、

監査委員会 ―2016 年度 14 回開催

毎月1 回定期開催するほか、必要に応じ

（4 名（男性 3 名・女性 1 名）
すべて社外取締役（独立役員）
）

て機動的に臨時開催しています。

取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解

2016 年度 社外取締役出席状況
高橋 廣司

14 回中 13 回

伊藤 友則

14 回中 14 回

中村 紀子

14 回中 11 回

関 忠行

11 回中 11 回

連携

任・不再任に関する株主総会に提出する議案内容の決定

をする権限を有します。

グループ監査室
内部監査部門として、専任の

報酬委員会 ―2016 年度 4 回開催
（5 名（男性 4 名・女性 1 名）
、うち社外取締役 4 名（独立役員）
）

取締役・執行役の個人別報酬内容を決定する権限を有し

ます。

執行役のもとグループ監査室

（9 名）
を設置し、監査計画に
基づき当社およびグループ

子会社の業務全般にわたる

合法性、合理性およびリスク
管理状況の監査を実施してい

ます。さらに、グループ子会社

の監査役と随時監査情報を
交換し、効率的な監査を実施

しています。

経営監督

cSr への取り組みを統括

ESG Initiatives

経営の執行
代表執行役社長
経営会議

各執行役

経営会議は、代表執行役社長が具体的な業務執行

上の意思決定をするための審議機関であり、役付

執行役、財務部、経理部、事務統括部担当執行役、
人事部、総務／法務部担当執行役、グループ監査

室担当執行役および議案上程部門・関連部門の

執行役は取締役会の決定した基本方針に基づき具体

的な業務執行をおこないます。執行役16 名
（男性14
名・女性 2 名）
で構成しています。

執行役で構成され、経営会議のメンバーのうち1 名

は女性で構成しています。

各部門

内部監査

は選任、報告、指示、監査、決定など

Parco Co., Ltd. Integrated Report 2017
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委員会議長メッセージ

監査委員会議長
監査委員会の委員 4 名は、全員が独立役員である社外取締役で構成されています。
監査委員会は、会社の健全で持続的な成長を確保し、皆さま方の信頼に応える良質な企業統治体制を
確立するために、
「内部統制システムの構築および運用の状況」
を監視・検証することにより監査が実効的
におこなわれることを確保する体制を維持することに努めています。
監査委員会は、グループ監査室、会計監査人およびグループ各社監査役からの報告を受け 、関係する

高橋 廣司
社外取締役（独立役員）

執行役に報告を求め 、毎週開催される経営会議など 、重要会議に出席することにより、
「執行役等の善管
注意義務、忠実義務の法的義務の履行状況」
などを監査しています。
内部監査担当部門でありますグループ監査室との連携により、企業集団における財務報告の信頼性・
業務の適正性に対する監査だけではなく、コーポレートガバナンス・コードの目指す
「攻めのガバナンス」
に
より企業価値の向上を実現すべく、重要な改善提案をおこなうことを心がけています。

指名委員会議長
指名委員会は 、独立役員である社外取締役 4 名と取締役兼代表執行役社長の計 5 名で構成されてい
ます。
指名委員会では法律が定める
「株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容の
決定」
と当社規程に基づく
「取締役会に対する執行役および代表執行役候補者の推薦」
ならびに
「執行役
および代表執行役の解任に関する提案」
の 2 点を職務としています。

伊藤 友則
社外取締役（独立役員）

コーポレートガバナンス・コードが制定されてから2 年が経過しましたが 、その間、日本のコーポレート・
ガバナンスも大きく変革を遂げてきました。さまざまなガバナンス形態を各社が採用する中で 、任意を
含め指名委員会を設置する企業が増えてきました。代表執行役の評価および後継指名を担う指名委員会
の重要性がますます認識されてきていますが 、長期的視点に立った株主価値の創造に貢献できるよう
な指名委員会の運営を心掛けています。

報酬委員会議長
報酬委員会は 、独立役員である社外取締役 4 名と取締役兼代表執行役社長の計 5 名で構成されてい
ます。
「取締役および執行役が受ける個人別報酬の内容の決定」
を報酬の方針ならびに制定された規程・
基準に従い 、取締役はその役割に基づき、執行役は役位・役割および会社業績ならびに各人の職務
執行結果としての評価に基づき、個人別の報酬を決定しています。

中村 紀子
社外取締役（独立役員）

48

報酬の決定に係わるプロセスの客観性と透明性の確保が重要であると認識しています。あらかじめ
定めた基本年俸や評価ルールに則り、公平、公正な決定をおこなうことで 、株主をはじめとするステーク
ホルダーに対して説明責任を果たすとともに、企業価値向上にも貢献したいと思います。
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コーポレートガバナンス・コードへの対応
2015 年 6 月より、東 京 証 券 取 引 所は、上 場 企 業のあるべき姿として

「コーポレートガバナンスに関する基本方針」
を定めました。
2016年に当社は、

取りまとめた
「コーポレートガバナンス・コード」
の適用を開始しました。当社

本基本方針は、当社の経営理念に基づき、お客さまやテナント、株主など

は、このコードに対応し、取り組みを進めることで持続的な成長と中長期的

ステークホルダーに満足していただける価値を創造し提供していくことで、

な企業価値の向上を目指していきます。

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、最良となる
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めたものです。

基本原則 1

株主の権利・平等性の確保

株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応と環境の整備をおこなう。
また、株主の実質的な平等性を確保する。
私たちの対応

資本政策の基本的な方針

当社は、長期ビジョンおよび中期経営計画を公表し、戦略・戦術において

と位置づけ、剰余金の配当については安定配当をおこなうことを基本とし、

目標達成に向けた定性、定量目標および投資計画、資本効率を含む適切な

業績と配当性向を勘案して実行します。内部留保金については財務基盤の

経営指標を明示しています。また、持続的な成長と中長期的な企業価値の

充実を図るとともに、今後の成長戦略における事業展開を推進するために

向上を実現することで、株主への利益還元を果たすことを重要政策の一つ

有効活用します。

いわゆる政策保有株式
株式の保有方針

当社は、政策保有株式を原則として保有しません。ただし、営業上の
取引関係の維持・強化、業務提携関係の維持発展を通じた、当社の中長期的
な企業価値向上に資すると判断する場合には保有します。

関連当事者間の取引

議決権行使基準
当社および投資先企業の企業価値向上に寄与するか否かを総合的に
判断し、適切に議決権を行使します。

当社は、当社および子会社を含むすべての役員に対し、関連当事者間

取引の適正性について管理する体制を構築しています。当社と取締役・

取引の有無について確認するアンケート調査を実施し、当社と当社役員お

執行役との間の利益相反取引については、法令・取締役会規則に基づき、

よび主要株主などとの取引状況を取締役会にて報告し、関連当事者間の

取締役会の承認を得るものとしています。

基本原則 2

株主以外のステークホルダーとの適切な協働

会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は 、ステークホルダーによるリソースの提供や
貢献の結果であることを十分に認識し、適切な協働に努める。
私たちの対応

当社は、当社グループにおいてダイバーシティへの全社的な取り組みを

ESG Initiatives

女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保・ダイバーシティ推進

経営幹部やリーダー層への女性登用を積極的におこなうなど、女性の

推進するため、ダイバーシティ推進委員会を設置しています。ダイバー

活躍を促進しています。国内グループ各社社長ならびに全執行役による

シティ推進委員会は多様な価値観や能力、文化を受け入れ活用する企業風土

ディスカッションの実施や、社内各部門・グループ各社との連動により、

の醸成に向けた取り組みをおこないます。女性の活躍も重要な課題と捉え、

全社横断で活動を進めています。
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基本原則 3

適切な情報開示と透明性の確保

財務情報に加え、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報などの
非財務情報について、法令に基づく開示を適切におこなう。
私たちの対応

情報開示の考え方

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し、透明性、

公平性、継続性を基本として迅速な当社情報の開示に努めます。適時・
適切な情報開示により、経営の透明性を高めるとともに、ステークホルダー
との信頼関係の構築と、当社への一層の理解促進に取り組みます。また、

株主・投資家をはじめとするステークホルダーへの適切な情報開示のた
め、経営理念や中期経営計画、コーポレートガバナンスに関する基本方針、
役員に関する報酬や選解任、指名などについての情報を開示します。

役員報酬の決定方針・手続き

当社は、指名委員会等設置会社として、報酬委員会にて報酬基準を定め、取締役および執行役各人の役割、職責、職務執行結果としての評価に基づき、

公平、公正に個人別の報酬内容を決定しています。

取締役・執行役の報酬基準

2017 年 2 月期の役員報酬実績

当社は、取締役および執行役の報酬委員会の報酬基準を以下のとおり定め、運用する。
「基本年俸」
「 委員会議長年俸」
および
「委員会委員年俸」
の確定報酬
① 取締役年俸は、役割に応じた
とする。
「基本年俸」
、会社業績および個人業績に基づく
「成果年俸」
② 執行役年俸は、役位・役割に応じた
および役位・役割に応じた
「自己株取得目的報酬」
の確定報酬とする。
「基 本 年 俸」
「 成果年俸」
（標準）および
「自社株取得目的報酬」の比率は、50%：45%
③ 執 行 役の
（相当）
：5%（相当）
とする。
「基本年俸」
は当期の役位・役割に基づき決定する。
④ 執行役の
「成果年俸」
は、前期の会社業績に連動した支給総額を個人業績
（0% 〜 200% ）
に基づき
⑤ 執行役の
配分する。
「自社株取得目的報酬」
は、当期の役位・役割に基づき決定する。
⑥ 執行役の
⑦ 執行役兼務取締役については、取締役年俸に執行役年俸を加算支給する。

区分
取締役
（社外取締役を除く）
社外取締役

支給人員
（名）

支給額
（百万円）

4

22

7

34

執行役

15

390

計

26

446

※ 上記には 2016 年 5 月 28 日に開催された当社第 77 期定時
株主総会をもって退任した社外取締役 1 名に対する報酬を
含んでいます。
※ 社外取締役の報酬には上記注
（※）
のほか取締役 2 名の社外
取締役在任中に対する報酬を含んでいます。

役員選任の方針・手続き

当社は指名委員会等設置会社として、指名委員会にて役員選任基準を

定め、当社取締役、代表執行役、執行役として相応しい者を候補者として
選定し、株主総会の議案、取締役会への推薦内容を決定します。また、役員

選任基準については、
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」
にて開示
しています。

取締役および社外取締役の選任理由
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氏名

選任理由

牧山浩三

同氏は長年にわたり店舗統括部門に携わり、2011 年 5 月より代表執行役社長に就任し、広く当社事業全般に関する豊富な経験を有して
いるほか、2008 年 5 月以降、当社取締役として取締役会における協議・検討に積極的に貢献しています。同氏を取締役とした理由はこ
うしたこれまでの経験と実績に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

平野秀一

同氏は長年にわたり店舗統括部門、コーポレート部門に携わり、2008 年 3 月より代表執行役社長、2011 年 5 月より専務執行役に就任し、
広く当社事業全般に関する豊富な経験を有しているほか、2008 年 5 月以降、当社取締役として取締役会における協議・検討に積極的に貢献
しています。同氏を取締役とした理由はこうしたこれまでの経験と実績に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

高橋廣司

同氏は公認会計士（元新日本有限責任監査法人シニアパートナー）
であり、株式会社プロネットの代表取締役社長です。同氏を社外
取締役とした理由は、その経歴を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識、経験、見識に基づく経営の監督とチェック機能を
期待したためです。

小林泰行

同氏は J. フロント リテイリング株式会社の代表取締役兼専務執行役員を務めており、経営および小売事業について豊富な経験、実績、
見識を有しています。同氏を取締役とした理由は、当社の事業における執行役による円滑かつ適正な業務の執行に対し、企業経営の
経験を生かした有益な助言を期待したためです。

伊藤友則

同氏は一橋大学大学院国際企業戦略研究科の教授です。同氏を社外取締役とした理由は、国内外での豊富なキャリアとその経歴を通じ
て培われた知識、経験、見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

藤野晴由

同氏は J. フロント リテイリング株式会社の取締役兼常務執行役員を務めており、経営および小売事業について豊富な経験、実績、見識
を有しています。同氏を取締役とした理由は、当社の事業における執行役による円滑かつ適正な業務の執行に対し、企業経営の経験を
生かした有益な助言を期待したためです。

中村紀子

同氏は株式会社ポピンズホールディングス、株式会社ポピンズの代表取締役 CEOおよび株式会社日本経済新聞社の経営アドバイザリー
ボードメンバーを務めています。同 氏を社 外 取 締 役とした理 由は、その経 歴を通じて培われた経 営 者としての知 識、経 験および
グローバルな視点での見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

関忠行

同氏は長年にわたり伊藤忠商事株式会社の経営に携わっていました。同氏を社外取締役とした理由は、その経歴を通じて培われた
経営者としての知識、経験およびグローバルな視点での見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。
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取締役会等の責務

取締役会は会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を促し、
収益力・資本効率等の改善を図るために、役割・責務を果たす。
私たちの対応

経営陣に対する委任の範囲

当社は、指名委員会等設置会社形態を採用しており、取締役会は、法令・定款に定められた事項を除き、原則として執行役に権限委任をおこない、
取締役会はその執行状況の監督をおこないます。一方、取締役会が必要と認める事項については、取締役会の決議事項としています。

独立社外取締役の有効な活用

当社は、経営に対する客観性を担保すべく取締役8 名のうち、4 名を独立

社外取締役としています。多様な見識や経験を有する独立社外取締役の
視点を当社取締役会に取り入れることにより、経営の透明性と業務執行の
監督の実効性をより一層向上させることを目的としています。独立社外
取締役は東京証券取引所が定める独立性判断基準および当社が定める
独立性判断基準を満たし、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各議長

さらに各委員会は、指名委員による代表執行役社長の評価の審議など、
必要に応じて社外取締役のみでの会合を開催します。筆頭独立社外取締役
は設置しませんが、監査委員会議長が経営会議にもオブザーバーとして
出席するなど、経営陣と連携をおこなっています。また、各委員会の議長が
経営陣と連携を図っています。

または委員に就任しています。

独立社外取締役の独立性判断基準および資質

当社は、東京証券取引所および日本取締役協会の定める独立性判断基準を基に、当社の独立社外取締役の独立性判断基準を策定しています。

独立社外取締役の独立性判断基準
当社の独立社外取締役は、当社および当社一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している者から選任されるものとする。なお、その独立性
の判断基準は次のいずれにも該当しないこととする。
（過去 10 年間に該当していたものを含む）
① 当社グループの業務執行者
（その業務執行者も含む。以下③〜⑧において同じ。）
② 当社の親会社およびその子会社
③ 当社の主要株主
④ 当社グループの主要な取引先
⑤ 当社グループの主要な借入先
⑥ 当社グループから役員報酬以外に一定額以上の支払を受ける法律事務所、監査法人その他のコンサルタント等
⑦ 当社グループが一定額以上の寄付をおこなっている寄付先
⑧ 当社グループと役員相互就任関係となる場合のその関係先
⑨ 過去 5 年間において、上記②〜⑧に該当していた者
⑩ 上記①〜⑨の配偶者または二親等以内の親族

ESG Initiatives

を、
「主要
なお、上記において
「業務執行者」
とは
「業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等」
を、
「主要株主」
とは
「議決権所有割合 10% 以上の株主」
な取引先」
とは
「過去 5 年間のいずれかの年度において、当社グループとその取引先との間で、当社の連結年間売上高またはその取引先の年間売上高の2% 以上の
を、
「一定額」
とは
「過去 5 年間のい
取引が存在する取引先」
を、
「主要な借入先」
とは
「当社の借入先のうち、直近の事業年度における借入額が上位 3 位以内の会社」
をいうものとする。
ずれかの年度において年間 1 千万円」
また当社において、現在独立社外取締役の地位にある者が 、独立社外取締役として再任されるためには、通算の在任期間が原則として6 年間を超えないことを
要する。

取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方

取締役会は、指名委員会に定めている役員選任基準に基づき、専門知識や経験などのバックグランドが異なる多様な取締役で構成し、8 名のうち4 名を

独立社外取締役としており、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持します。

取締役の他社兼任状況

各取締役は取締役職務規程に基づき職務にあたり、他社兼任については職務の遂行に支障がない範囲とします。取締役の主な兼任状況については、

株主総会招集通知にて開示します。
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取締役会全体の実効性の分析・評価

当社は、取締役会の実効性向上のため、2016 年 12 月〜 2017 年 1 月に、

全取締役を対象とした取締役会の実効性評価を実施しました。評価結果に
ついては取締役会にて共有し、実質的な議論をおこないました。また、

取締役会の実効性評価については、評価、分析、議論、改善を継続して
繰り返すことで、取締役会が変化し、実効性の向上につながると考え、毎
年実施します。

（ⅰ）
評価プロセス

委員会事務局および取締役会事務局
（経営企画室）
にて、全取締役を対象に、取締役会の実効性評価についてのアンケート調査とヒアリングを個別に実施しました。

（ⅱ）
評価ポイント

取締役会の構成、議論状況、議題、運営・サポート体制などに関する現状および前年度評価時からの改善状況に関する評価、今後の取締役会の実効性を高めるため
の意見集約をおこないました。

（ⅲ）
実効性評価の結果および導かれた改善点
1. 取締役会構成について

社外取締役に一部交代があったなか、一定の評価を得ましたが 、社外取締役が役割を果たすために必要な情報、とりわけ、業務執行者の考えや職務状況に関する
情報に不足があるとの意見があり、各執行役の報告や取締役と各執行役のコミュニケーションの機会を増やしていきます。また、同コミュニケーションの機会を増や
すことで、サクセッションプランへもつなげていきます。
2. 議論状況、議題について
2016 年度に、重要性の高い戦略的なテーマでの議案選定や議案の早期スケジュール化を図ったことなどにより、本質的な議論をおこなうための議案選定には評価を
得ましたが、議論の質向上のための議事進行や各委員会の時間確保は課題であり、論点の明確化や十分な回答体制の確保が必要であるとの意見があり、事前説明
のさらなる充実や質問事項への的確な回答をおこなう体制をとっていきます。また、重要度の高い論点については、引き続き議論を継続していく必要があるとの
意見から、2017 年度も取締役会にあらかじめ戦略的な議論をおこなうための議案設定をおこない、早期スケジュール化を図っていきます。
3. 運営、サポート体制について
事前説明や情報提供については一定の評価を得ましたが 、取締役会当日に本質的な議論をおこなうための会議時間のさらなる確保が必要であるとの意見があり、
取締役会の開始時間の前倒しをおこなうとともに、議案説明内容および資料の質向上を図っていきます。

役員のトレーニング方針

社内取締役を含む新任の執行役については、取締役・執行役の役割や

義務、責任、会社との契約形態および関連規程などの説明を就任時に実施
し、就任後には、コンプライアンス研修会などを開催します。また、新任の
社外取締役については、会社概要、経営理念、経営状況、コーポレート・

基本原則 5

ガバナンスに関する事項および関連規程などの説明を、就任時に実施しま
す。さらに就任後は、当社の理解を深めることを目的に、当社の事業活動、
小売業界の動向、当社の経営環境などについて、継続的な説明や店舗の
視察などを実施します。

株主との対話

持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、
株主の皆さまとの建設的な対話を通じた相互理解に努める。
私たちの対応

株主との建設的な対話に関する方針

株主との対話は、IR 担当部門執行役が担います。株主・投資家の皆さまか

らの建設的な対話の申し入れには、趣旨や目的を思議し、代表執行役社長、
各事業部門の担当執行役、または社外取締役が対応します。IR 担当部門
は社内の関係部門と綿密な連携を取り、株主との対話にのぞみます。
当社は、株主を含む投資家との円滑な関係を構築し、相互理解の促進に
向けた対話を積極的におこない、中長期的な企業価値向上に資するIR 活動
を推進します。また、年2 回の定期的な調査により、株主構成の把握に努め
ています。なお、社外取締役による面談の対応については、必要に応じて
実施します。
当社は、機関投資家・アナリストに対し、年 2 回の決算説明会を開催する
ほか、事業の進捗に応じて個別に説明会を開催しています。決算説明会で
の資料説明、動画などは当社 Web サイト上に英語版もあわせて開示して
います。個人投資家に対しては、迅速性、利便性を重視した情報提供を
おこなっています。

また、建設的な対話のツールの一つとして2015 年度より統合報告書型
アニュアルレポートを作成しています。
当社は、投資家との対話により得られたご意見・質問は経営陣幹部へ
適宜報告しています。決算説明会の結果については総括し、取締役会に
報告しています。
当社は、当社および子会社に関する内部情報などの管理ならびに当社
役職員による当社および 公開子会社の株式等の売買等に関する規程
（「パルコグループ内部者取引管理規程」
「 内部者取引防止規程」
）
を定め、
役職員による内部者取引の防止に努めています。インサイダー情報の管理
は、
「情報開示の基本方針」
「 情報開示の基準」
「 情報開示の方法」
「 情報の
充実」
「 沈黙期間」
および
「将来予測について」
からなるディスクロージャー
ポリシーを2015 年度に改訂し、当社Webサイト上に開示し、透明性、公平性、
継続性を基本とした対応に努めています。

2016 年度の活動状況

52

個人投資家向け対応

個人投資家向け IRとして、説明会を札幌にて開催（ 2016 年 11 月）
しました。また、投資家ニーズへのさらなる対応を目的にIR 情報量
をおこない、SNSを利用した情報発信もおこなっています。
の拡充をおこないました。継続して IRメールの定期配信（月 2 回）

アナリスト・
機関投資家向け対応

アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を年 2 回開催しました。いずれも代表執行役社長より説明しました。
（2016 年 4 月 148 名、10 月
。その他、決算発表同日に決算説明スモールミーティングも年 2 回開催しました。この他、常務執行役による個別ミーティングを
141 名）
実施しました。
37 回実施したほか、スモールミーティングを7 回（計 33 名）

海外投資家向け対応

海外投資家との個別ミーティングを10 回実施しました。情報の充実と即時性を目的として決算説明会資料および動画の英語訳を決算
発表同日に開示し、アプローチを強化しました。
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役員紹介 （2017 年 5 月末日現在）

取締役
牧山 浩三

平野 秀一

取締役 取締役会議長兼
代表執行役社長

取締役兼専務執行役
関連事業部門管掌兼
関連事業部担当

1981 年
2004 年
2007 年
2008 年
2011 年
2013 年

当社入社
執行役
常務執行役
取締役兼専務執行役
取締役兼代表執行役社長
取締役 取締役会議長兼代表執行役社長（現職）
J.フロントリテイリング株式会社取締役
2017 年 J.フロント リテイリング株式会社取締役兼執行役常務（現職）

1973 年
1986 年
1995 年
2007 年
2009 年
2010 年
2011 年
2012 年
2015 年
2017 年

1981 年
2004 年
2007 年
2008 年
2011 年
2013 年

当社入社
執行役
常務執行役
取締役 取締役会議長兼代表執行役社長
専務執行役
取締役兼専務執行役（現職）

高橋 廣司

小林 泰行

伊藤 友則

社外取締役（独立役員）
監査委員会議長

取締役

社外取締役（独立役員）
指名委員会議長

扶桑監査法人入所
新光監査法人社員
中央監査法人代表社員
新日本監査法人
（現新日本有限責任監査法人）
代表社員
マーケティング本部事業開発部担当常任理事
同法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当
常務理事
同法人監査業務本部事業推進室室長
当社社外取締役
（現職）
株式会社プロネット代表取締役社長
（現職）
株式会社サンセイランディック社外取締役
（現職）
株式会社ゼネラル・オイスター社外取締役
イーソル株式会社社外取締役
（現職）

入社
1973 年 株式会社大丸（現株式会社大丸松坂屋百貨店）
2003 年 同社理事

入行
1979 年 株式会社東京銀行（現株式会社三菱東京UFJ 銀行）
1990 年 同行信託会社ニューヨーク支店インベストメント・バンキング・

2007 年 J. フロントリテイリング株式会社執行役員
2008 年 株式会社大丸取締役兼執行役員
2010 年 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員

1995 年
1997 年
1998 年
2011 年
2012 年

同社執行役員

同社取締役兼常務執行役員
当社社外取締役
J. フロント リテイリング株式会社取締役兼常務執行役員
J. フロント リテイリング株式会社取締役兼専務執行役員
J. フロント リテイリング株式会社代表取締役兼専務執行役員
当社取締役
（現職）
2017 年 J. フロント リテイリング株式会社取締役 取締役会議長（現職）

2012 年
2013 年
2015 年
2016 年

藤野 晴由

中村 紀子

取締役

社外取締役（独立役員）
報酬委員会議長

入社
1983 年 株式会社大丸（現株式会社大丸松坂屋百貨店）
2010 年 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員
2014 年 J.フロントリテイリング株式会社執行役員

同社取締役兼常務執行役員
当社社外取締役
2016 年 当社取締役（現職）
2017 年 J. フロント リテイリング株式会社取締役兼執行役常務（現職）

1973 年
1985 年
1987 年
1989 年
2001 年
2003 年
2011 年
2014 年
2016 年

グループ バイスプレジデント
スイス・ユニオン銀行
（現UBS）
東京支店入行
同行東京支店長兼投資銀行本部長
UBS 証券会社投資銀行本部長マネージングディレクター
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
当社社外取締役
（現職）
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授
（現職）
2014 年 株式会社あおぞら銀行社外取締役（現職）
2016 年 電源開発株式会社社外取締役（現職）

関 忠行
社外取締役（独立役員）
1973 年 伊藤忠商事株式会社入社
1998 年 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在）
2004 年
2005 年
2007 年
2009 年
2010 年
2011 年
2013 年
2014 年
2015 年
2016 年

財務部長
伊藤忠商事株式会社執行役員食料カンパニー CFO
同社執行役員財務部長兼 CFO 室長
同社常務執行役員財務部長
同社代表取締役常務取締役財務・経理・リスクマネジメント
担当役員兼 CFO
同社代表取締役専務執行役員
同社代表取締役専務執行役員 CFO
同社代表取締役副社長執行役員 CFO
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐・CFO・CAO
同社顧問
当社社外取締役（現職）
日本バルカー工業株式会社社外取締役（現職）

ESG Initiatives

株式会社テレビ朝日入社
日本女性エグゼクティブ協会代表
（現職）
ジャフィ・サービス株式会社
（現株式会社ポピンズ）
代表取締役
社団法人全国ベビーシッター協会副会長
厚生労働省女性の活躍推進協議会委員
内閣官房構造改革特別区域推進本部評価委員会専門委員
株式会社ポピンズ代表取締役CEO
（現職）
当社社外取締役
（現職）
株式会社日本経済新聞社経営アドバイザリーボードメンバー（現職）
株式会社ポピンズホールディングス代表取締役CEO
（現職）

執行役
阿部 正明

泉水 隆

常務執行役 経営企画室、
広報／IR 室、秘書室担当

常務執行役 新規プランニング部門管掌兼
上野新南館準備室、新規プランニング部
担当

佐藤 繁義

野口 秀樹

富永 正生

柏本 高志

海外事業部担当

人事部、総務／法務部担当

財務部、経理部、事務統括部担当

渋谷プロジェクト担当

山木 知行

常務執行役 パルコ店舗部門管掌兼
都心型店舗グループ本部担当

井上 肇

エンタテインメント事業部担当

林 直孝

グループ ICT 戦略室担当

平井 裕二

浜田 和子

開発部、建設部、不動産管理部担当

グループ監査室担当

溝口 岳

中野 千晶

ゼロゲート事業部、事業開発部担当

店舗統括部担当

宇都宮 誠樹

コミュニティ型店舗グループ本部担当
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Web サイトのご案内

店舗情報・エンタテインメント情報

www.parco.co.jp/parco/
最新の Web 機能を使用して、PARCO 店舗の紹介、エンタテインメント情報などを魅力的に紹介しています。

会社情報

www.parco.co.jp/
企業情報、IR 情報をはじめ、パルコグループの事業、ニュースリリース、CSRをわかりやすく紹介しています。
また、パルコグループブログを設け、最新情報をお届けしています。

IR 情報

www.parco.co.jp/ir/
IR ニュース

適時開示情報をはじめ、IR ニュースを紹介しています。
「社長メッセージ」
「コーポレートガバナンス」
「 長期ビジョン」
「 中期経営計画」

経営方針

「事業リスク」
「 ディスクロージャーポリシー」
を掲載しています。
営業収益、営業利益などの主要数値をグラフでご覧いただけるとともに、

決算ハイライト

PDF 形式、エクセル形式でダウンロードすることができます。

月次テナント取扱高情報
経営指標推移
決算資料

FACT BOOK 2017

詳 細な経 営 指 標をご 覧いた
だけます。

IRライブラリー

有価証券報告書・
内部統制報告書
四半期報告書
統合報告書
パルコレポート

IRカレンダー

株式・債券情報

ESG への取り組み

株主構成
株主還元
株主優待
株主総会
株価情報
格付／社債情報
電子公告

個人投資家の皆さまへ

IRメールニュース

店舗別の月次取扱高情報を前年比較で開示しています。
過去の主要な経営指標の推移をご覧いただけます。
「決 算 短 信」
「ファクトブック」
「 決 算 説 明 資 料」
「 グループ 各 社 経 営 推 移」
「クォータリーレポート」
を掲載しています。

有価証券報告書等の開示書類をご覧いただけます。
四半期報告書をご覧いただけます。
最新の統合報告書をE@BOOK 形式でご覧いただけるとともに、PDF 形式

でダウンロードすることができます。
株主の皆さまへご報告しているパルコレポート
（株主通信）
をE@BOOK 形式

でご覧いただけるとともに、PDF 形式でダウンロードすることができます。
決算発表のスケジュールなどをご覧いただけます。
大株主の状況などをご覧いただけます。
配当政策、配当金、自己株式の取得状況をご覧いただけます。
株主優待の内容をご覧いただけます。
招集通知や決議通知など株主総会関連の資料をご覧いただけます。
株価情報をご紹介しています。
社債明細、格付情報をご覧いただけます。
公告事項をご覧いただけます。
「環境」
「 社会」
「 ガバナンス」
の取り組み情報をまとめています。
「パルコグループについて」
「 株主メリット」
「 業績について」
「 個人投資家向
け説明会」
など個人投資家の皆さま向けの情報をまとめています。
決算情報、その他報道発表資料などの企業情報をメールにてお知らせし

ています。

CSR

www.parco.co.jp/csr/
パルコグループの CSR の取り組みについて紹介しています。
CSRに関する社長メッセージ、CSR 基本方針、CSR 活動を報告しています。
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企業情報

会社概要（2017 年 2 月末日現在）
会社名

株式会社パルコ

連結従業員数

2,089 名

本社所在地

東京都豊島区南池袋 1-28-2

連結売上高

2,683 億 73 百万円（2016 年度）

本部所在地

東京都渋谷区神泉町 8-16
渋谷ファーストプレイス

売場面積

409,000m2

1953 年 2 月13 日

テナント数

2,103

設立年月日
資本金

343 億 67 百万円

グループ企業

従業員数

607 名〈男性 349 名 女性 258 名〉

株式会社ヌーヴ・エイ
（専門店事業）
株式会社パルコスペースシステムズ
（総合空間事業）
株式会社パルコデジタルマーケティング※
（ Webコン
サルティング事業）
PARCO (Singapore) Pte Ltd（東南アジアショッピ
ングセンタ−開発）
※ 2017 年3 月1 日付で株式会社パルコ・シティより商号変更

沿革
1953 年

2月

1954 年

10 月

1957 年

5月
12 月

1963 年

7月

池袋ステーションビル株式会社を設立

1996 年

株式会社丸物の資本参加を得て、事業目的を
ステーションビル運営から百貨店業に変更

1997 年

株式会社東京丸物に商号変更

1998 年

店名
「東京丸物」
で百貨店業を開始

2000 年

株式会社東京丸物が社団法人日本証券業協会大阪
地区協会の
「登録銘柄」
に登録

1969 年

を閉店し、
「 PARCO 」
開設準備体制に着手
6 月 「東京丸物」

4月

株式会社パルコに商号変更

1973 年

6 月 「渋谷 PARCO 」開店
「 PARCO 劇場
（旧西武劇場）
」
を開設

1975 年

8 月 「札幌 PARCO 」開店

1977 年

7 月 「津田沼 PARCO 」開店

1980 年

9 月 「吉祥寺 PARCO 」開店

1981 年

9 月 「渋谷 PARCO PART3」開店

1983 年

6 月 「新所沢 PARCO 」開店

1984 年

8 月 「松本 PARCO 」開店

1986 年

5 月 「熊本 PARCO 」開店

1987 年

1月

1988 年

6 月 「渋谷 CLUB QUATTRO（旧 Quattro by PARCO ）」開店

1989 年

東京証券取引所市場第二部に株式上場

8月

東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

9月

株式会社パルコプロモーション設立

4月

ハウスカード
「 PEC（ペック）
カード」
を発行開始

3 月 「宇都宮 PARCO 」開店
11 月 「名古屋 PARCO 南館」開店
3月

株式会社パルコ・シティ設立

9月

株式会社西電工、株式会社パルコプロモーション合併
株式会社パルコスペースシステムズに商号変更

2001 年

11 月 「池袋 PARCO 」開店
1970 年

4 月 「松本 PARCO 」増床開店
11 月 「大津 PARCO 」開店

6月

2002 年

4 月 「渋谷 ZERO GATE 」開店

2003 年

に移行
5 月 「委員会等設置会社（現・指名委員会等設置会社）」

2005 年

2 月 「 Pedi（ペディ）汐留」開店

2006 年

3月

2007 年

3 月 「静岡 PARCO 」開店

2008 年

8 月 「仙台 PARCO 」開店

2010 年

3 月 「福岡 PARCO 」開店

2011 年

4 月 「渋谷 ZERO GATE 」業態転換

2013 年

4 月 「心斎橋 ZERO GATE 」開店
「道頓堀 ZERO GATE 」
開店

10 月 「広島 ZERO GATE 」開店
2014 年

10 月 「名古屋 ZERO GATE 」開店
11 月 「福岡 PARCO 新館」開店

2015 年

3 月 「福岡 PARCO 」増床開店
「名古屋 PARCO midi 」
開店

9月
11 月

1993 年
1994 年

2016 年

2 月 「札幌 ZERO GATE 」開店

株式会社西電工に資本参加

7 月 「仙台 PARCO2」開店

PARCO（ Singapore ）
Pte Ltd 設立

8 月 「渋谷 PARCO（ PART 1、PART 3）」建替えに伴う一時休業

10 月 「ひばりが丘 PARCO 」開店
3 月 「池袋 P PARCO（ピーダッシュパルコ）」開店
4 月 「広島 PARCO 」開店

Corporate Information

6 月 「名古屋 PARCO 」開店

ハウスカード
「 PECカード」
を
「 PARCOカード」
に改称

10 月 「浦和 PARCO 」開店

5 月 「調布 PARCO 」開店
1991 年

株式会社ヌーヴ・エイ営業開始

9 月 「広島 PARCO 新館」開店

9 月 「広島 ZERO GATE2」開店
2017 年

3月

株式会社パルコ・シティを株式会社パルコデジタルマーケ
ティングに商号変更
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組織図

パルコグループ長期ビジョンの実現に向け、都市生活の満足度を充足させたい消費者・事業者に対し、
「刺激」
「 心の豊かさ」
「 充足感」
「 新しいライフスタイル」
など、独自の価値を提供していきます。
株主総会

指名委員会
取締役会

監査委員会

委員会事務局

報酬委員会

グループ監査室

社長
経営会議
コーポレート部門

ダイバーシティ推進委員会

経営企画室

CSR 委員会

広報／ IR 室

グループ ICT 戦略室

リスクマネジメント委員会

秘書室

投資委員会

パルコ店舗部門

新規プランニング部門

商業プロデュース部門

関連事業部門

不動産部門

都心型店舗グループ本部

渋谷プロジェクト

ゼロゲート事業部

エンタテインメント事業部

開発部

人事部

コミュニティ型店舗グループ本部

上野新南館準備室

事業開発部

海外事業部

建設部

総務／法務部

店舗統括部

新規プランニング部

関連事業部

不動産管理部

財務部

管理機能部門

経理部
事務統括部

都心型店舗
名古屋 PARCO

池袋 PARCO

仙台 PARCO
広島 PARCO

コミュニティ型店舗

国内子会社・関連会社

調布 PARCO

福岡 PARCO

津田沼 PARCO

新所沢 PARCO

（株）
ヌーヴ・エイ

札幌 PARCO

ひばりが丘 PARCO

吉祥寺 PARCO

（株）パルコデジタルマーケティング

松本 PARCO

熊本 PARCO

（株）
アパレルウェブ

宇都宮 PARCO

大津 PARCO

静岡 PARCO

■ パルコ店舗部門

「都心型店舗グループ本部」
「コミュニティ型店舗グループ本部」
「 店舗統括部」
の3 部門体制で、都心型店舗とコミュニティ型店舗を、さらに店舗特性に応じた
運営体制とするとともに、本部のサポート体制をより明確化することで、収益力
の向上およびオペレーションの効率化を図ります。

■ 新規プランニング部門

「渋谷プロジェクト」
「 上野新南館準備室」
「 新規プランニング部」
の 3 部体制
で 、新店業務対応とパルコ店舗部門のサポート機能として MD( マーチャン
ダイジング ) 開発、新規事業プランニングを担当し、事業拡大を図ります。

■ 商業プロデュース部門

「ゼロゲート事業部」
「 事業開発部」
の 2 部体制で 、ゼロゲート事業で培った
不動産事業領域での収益拡大に向け 、新業態開発機能を強化し、PARCO
店舗以外の不動産開発、ソリューションを推進します。

■ 関連事業部門

「エンタテインメント事業部」
「 海外事業部」
「 関連事業部」
の 3 部体制で 、関連
事業の育成を図ります。
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関連会社
（株）
サンエーパルコ

浦和 PARCO
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（株）パルコスペースシステムズ

海外子会社

PARCO（ Singapore ）Pte Ltd

■ 不動産部門

「開発部」
「 建設部」
「 不動産管理部」
の 3 部体制で 、所有する不動産の戦略的
活用に関する方針立案・実行を推進します。

■ 管理機能部門

「人事部」
「 総務／法務部」
「 財務部」
「 経理部」
「 事務統括部」
の 5 部体制で 、
グループ全体に対する支援機能を幅広く担っています。

■ コーポレート部門

「経営企画室」
「 広報／ IR 室」
「 秘書室」
の 3 室体制で、事業戦略の立案、対外
コミュニケーションの強化などにより企業価値の最大化に向けた政策を推進
します。

■ グループ ICT 戦略室

各事業のオムニチャネル化、ICTを活用したビジネスマネジメント改革の推進、
進化するテクノロジーの研究と導入支援など 、グループ 全体の ICT 戦略を
統括し、グループ内の資源を有機的に活用していきます。

株式の状況 （2017 年 2 月末日現在）

発行可能株式総数

320,000,000 株

上場証券取引所

29,196 名

株主数

東京証券取引所市場第 1 部
あずさ監査法人

会計監査人

101,462,977 株

発行済株式の総数

大株主およびその持株数（上位 10 名）
株主名

持株数
（千株）

J. フロント リテイリング株式会社

持株比率
（%）

65,922
8,272
7,771
2,577
1,227
930
798
500
469
430

イオン株式会社
株式会社クレディセゾン
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口 9）

CBLDN RE FUND 107-CLIENT AC
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

64.98
8.15
7.66
2.54
1.21
0.92
0.79
0.49
0.46
0.42

※ 持株比率は自己株式
（4,591 株）
を控除して計算しています。

所有者別分布状況
■
■
■

株主数

■
■

金融機関・証券会社
50 名
0.2%
その他の法人
277 名
1.0%
外国法人など
166 名
0.6%
個人
28,702 名
98.3%
自己株式
1名
0.0%

■
■

持株数

■
■
■

金融機関・証券会社
6,938 千株
6.8%
その他の法人
82,261 千株
81.1%
外国法人など
6,088 千株
6.0%
個人
6,169 千株
6.1%
自己株式
4 千株
0.0%

株価・出来高の推移
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