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　「パルコ アニュアルレポート2016」は「国際統合報告評議会（IIRC）」が提唱する「国際統合報告フレームワーク」を
参照し編集しており、これまでのアニュアルレポートの内容に加え「パルコグループの価値創造プロセス」による事業
活動の循環についての説明や、「パルコグループが果たす3つの社会的役割」、事業基盤となるコーポレート・ 

ガバナンス体制など非財務的な事業価値についてもまとめています。
　表紙は、パルコの企画展のポスターやシーズンカタログのほか、ハイクオリティなデザインの雑誌や広告を手がけ
るデザインオフィス「Cap（キャップ）」が制作しました。
　パルコグループが取り組む多様な事業活動を積み木のように組み合わせ、多種多様な価値提供を行っていく企業
姿勢を表現しています。
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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。

そして、その「“PARCO”＝人々が集う場（空間）」づくりをしていく上で掲げている経営理念が、

「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。

“PARCO”（＝場（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。

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。

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

経営理念

社名にこめた想い
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パルコグループが果たす3つの社会的役割

　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
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びと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います。

情報発信
　国内外の良質な文化活動をプロデュースし、心豊かなライフスタイルの提案をしています。
また、独自の先行的ICT活用により、新たな楽しみを提供するサービスの強化と、 

コミュニケーションの深耕を推進していきます。

Trends Communication

Incubation
インキュベーション
　常に新しい才能の活躍が次の時代を切り開いています。パルコグループは 

「インキュベーション」つまり、新しい才能の発見や応援をたゆまずに続け、ともに 

成長していきます。

Urban Revitalization
街づくり
　豊富な店舗開発ノウハウを活かし、街の発展に貢献する店舗運営、新規開発ならびに 

物件のリノベーションをおこなっています。「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」を目指し、魅力的な街づくりに貢献していきます。

PARCO CO., LTD.  Annual Report 201602
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Trends Communication

Urban Revitalization

特集：2019年、渋谷PARCOは新たなステージへ
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1970年代 1990年代1980年代

価値創造の歴史

実質経済成長率

パルコの歩み

ニュース

70年 10.3% 73年 8.1% 75年 3.2% 80年 2.7% 90年 5.1% 93年 0.3% 96年 1.9% 98年 -1.6%85年 6.6% 88年 7.3%

70年 日本万国博覧会（大阪万博）
　　　 ビートルズ解散
71年 マクドナルド1号店
　　　 カルダン、サンローラン日本進出
73年 第一次石油ショック
77年 カラオケ登場
　　　 深夜のコンビニエンスストア増加
78年 ルイ・ヴィトン1号店
　　　 成田空港開港
79年 第二次石油ショック
　　　 ウォークマン発売

81年 カフェバー、小劇場登場
83年 パソコン100万台突破
　　　 ファミリーコンピューター（ファミコン）登場
　　　 東京ディズニーランド開園
84年 コンパクトディスク（CD）登場
　　　 アニエスベー日本初のブティック
85年 プラザ合意
　　　 マイケル・ジャクソン、マドンナ旋風
86年 男女雇用機会均等法
　　　 チェルノブイリ原子力発電所事故
87年 国鉄分割民営化
　　　 ティファニー現象
88年 東京ドーム開業
89年 天安門事件
　　　 ベルリンの壁崩壊
　　　 消費税（3%）スタート

90年 バーニーズニューヨーク、ユナイテッドアローズ1号店
91年 バブル崩壊
　　　 ポストモダン
92年 大規模小売店舗法改正
　　　 ポケットベル（ポケベル）人気
93年 Jリーグ開幕
94年 ジャパニメーションブーム
95年 阪神・淡路大震災
　　　 PHS、携帯電話拡大
　　　 Windows95発売
96年 プリント倶楽部（プリクラ）ブーム
97年 たまごっち
　　　 ネオジャポニズム注目
　　　 消費税増税（5%）
98年 100円ショップ台頭
　　　 仏開催ワールドカップに日本初出場
99年 iモード登場

高度経済成長

               PARCO創成期             PARCO発展期 PARCO成長期

安定成長 高度消費社会 バブル景気 平成不況（失われた10年）

74年 ビックリハウス創刊　　
75年 パルコ出版開始　　
77年 月間アクロス創刊　　
80年 ストリートファッションマーケティング定点観測開始　

撮影：西村 淳

86年 パルコギャラリー開店　　
87年 東証2部上場　　
88年 東証1部上場　　
89年 〈PARCOカード〉（旧PECカード）発行 

89年 フリーペーパーゴメス創刊
91年 PARCO （Singapore）設立　　
92年 アーバナート展開始

1973年 
渋谷PARCO開業
「すれちがう人が美しい・・・渋谷・公園通り」
「渋谷ブロードウェイ化計画」などのキャン
ペーンや環境演出、文化活動を通じストリート
の創出や街の形成に寄与。

1981年 
渋谷PARCO PART3開業
消費の個性化、多様化が進む中、独創的
なファッションの提案だけではなく、 
スポーツ・サウンド・インテリア・雑貨な
ど暮らしを豊かにするライフスタイル 
提案型の渋谷PARCO PART3を開業。

1989年 
名古屋PARCO開業
「24時間SC」として名古屋に新し
い消費スタイルを提供。
CLUB QUATTROのほかショー
パブ・ホテル・プラネタリウム・
フィットネスなどを取り揃える。

1988年 
渋谷CLUB QUATTRO
（旧Quattro by PARCO）開店
良質な音楽と新しい文化を発掘し続ける
4番目の渋谷PARCOとして開始、良質な
ライブミュージックをジャンルや国内外に
こだわらず提供し、90年代には「渋谷系」
というジャンルを創出。

1973年
PARCO劇場
（旧西武劇場）開業
渋谷PARCOのイメージ戦略の1つ
として消費者の知的好奇心を満たす
べく、斬新な広告宣伝と共に文化戦
略を担う場所としてスタート。
時代の先端を行くアヴァンギャルド
な芸術作品の上演が多く、この劇場
へ来れば何か新しいものが観られる
と話題に。

1983年
新所沢PARCO開業
若者が郊外のライフスタイルを志向する
「第4山の手論」を提唱。都市型ライフスタ
イルの情報発信を地方や郊外に拡大。
新所沢PARCOでは映画館を導入し、 
複合型SCとして新しい郊外のライフスタ
イルを創出。

1999年 
単館系映画館 
シネクイント開店
難解でマイナーなイメージをもつミニシア
ターをもっとオープンなものにしたいとい
う想いから「世界のエンタテインメントの
提供」をコンセプトにエンタテインメント性
が高いお客さまが楽しめる作品を提供。

1969年 
池袋PARCO開業
「21歳OL」をコアターゲットとして「新しい
まち、新しいよる、新しいIKEBUKURO」を
掲げ、仕事帰りのアフター5を楽しむ「ナイト
ショッピング」という新しい消費スタイルを
提案。

1975年
「モデルだって顔だけじゃダメなんだ」

1983年
「ニューウェーブイラスト 
シリーズ very parco」

1996年
「GO! PARCO」

American Way of Life ライフスタイル消費の創出と多様化 感性消費・時空間消費の広がり 実質価値（コストパフォーマンス）・等身大消費

1980年
「日本グラフィック展」／
「日本オブジェ展」開始
イラストレーターとフォトグラファーの新
しい才能の発掘を目的にスタート。初期
の審査員には時代の先端を行くアーティ
ストが名を連ね、受賞者には現在世界的
に活躍するアーティストを多数輩出。

PARCO CO., LTD.  Annual Report 201604
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00年 2.0% 10年 3.5% 15年 0.6%06年 0.8% 09年 -4.0%

00年 ITベンチャーブーム
　　　 BSデジタル放送開始
　　　 仏カルフール上陸
　　　 リサイクルショップ人気
　　　 ネットオークション人気
01年 アメリカ同時多発テロ事件
　　　 ブロードバンドADSL登場
02年 アウトレットモール拡大
03年 流行語にスローライフ
04年 iPod mini登場
　　　 Webメディア台頭
　　　 SNS人気
　　　 メイド喫茶ブーム
05年 iPod nano登場
　　　 COOL JAPAN

06年 まちづくり三法改正
　　　 IKEA上陸
07年 ミシュランガイド東京発刊
　　　 クロックスヒット
08年 リーマンショック
　　　 ブランドがキャラクタービジネスに続々 
 参入
　　　 H&M上陸
　　　 アイドル戦国時代
09年 Twitter、ブロガー人気
　　　 フォーエバー21上陸
　　　 民主党政権発足
　　　 アウトレットモール開業ラッシュ

10年 Facebook人気
　　　 スマートフォン普及
11年 東日本大震災/福島第一原子力発電所事故
 きゃりーぱみゅぱみゅデビュー
12年　ファッション×IT

        キュレーションメディア
13年 東京オリンピック（第32回オリンピック競技会）招致決定
　　　 シェアハウス人気
14年 消費税増税（8%）
　　　 インスタグラム人気
15年 YouTuber人気
　　　 訪日外国人客数 年間1,900万人突破

PARCO成長期  PARCO変革期 PARCO進化期

平成不況（失われた10年） いざなぎ超え景気 世界同時不況 低成長

00年 （株）パルコスペースシステムズ商号変更
00年 Webアクロス開始　
11年 紀伊国屋演劇賞団体賞受賞  シブカル祭。開始　　
12年 デジタル世代に向けた新業態開発強化   

12年 クールジャパン受託事業をシンガポールで実施　　
13年 チームラボとデジタルサイネージP-WALL開発　　
14年 コラボカフェスタート  

アクロス定点観測400回を記録 

14年 ミュージックカフェ & バー 「QUATTRO LABO（クアトロラボ」開始
キャラクターコラボレーションカフェ「THE GUEST cafe 
& dinner」開始

15年 ネオビストロ「& éclé（アンドエクレ）」開始

2000年（株）パルコ・シティ開始
2001年（株）ヌーヴ・エイ開始
成熟した都市と生活者に向けた新た
なライフスタイルの提案として専門店
事業を展開するヌーヴ・エイ、Web
コンサルタント事業を展開するパルコ・
シティが営業開始。

2014年
独自の先行的ICT活用
店舗の魅力を最大限に発揮す
るためにさまざまなWebサー
ビスを提供。ブログやSNSを活
用しショップスタッフとお客さま
のコミュニケーションを深化。
Webを通じて24時間PARCO
のお買い物体験を提供。

2003年
渋谷PARCO30周年
「パルコ公園通りルネッサンス」を掲げ、成熟し
た都市生活者へ新たなライフスタイルに一歩
先行く価値提供をおこなうために3年間をか
けて大改装を実施。食の楽しみを提案する 
コンセプトショップや国内外の高感度ファッ
ションの導入、次世代デザイナーとの取り組
みを強化。

エンタテインメント事業の 
新たな取り組み開始
PARCO劇場では90年代後半よりこれまでに
培ったノウハウと、ネットワークを活かし、外部
会場での積極的な上演をおこなう。また、 
映画制作・権利事業もさらに拡大し、映画 
文化の振興にも寄与する。

2011年
ゼロゲート事業開始
都心部の一等地の中低層商業施設として立
地のよさを活用し、規模に応じた効率的運営
の実施を目的とした新しい事業モデルとして
開始。

パルコのコーポレートメッセージ
SPECIAL IN YOU.開始
創業以来新しい才能と自信を持って未来
を切り開いていく才能のある人たちを応
援してきた企業として、インキュベーショ
ン活動（次世代支援）により強くフォーカス
をあてるためにコーポレートメッセージ
「SPECIAL IN YOU.」を開始。事業分野
の中でインキュベーションの取り組みを積
極的におこなう。

2005年
「PARCO SAYS,」

2016年 SSキャンペーン
「Anna, from Moon Phases to Moon Faces.」

2010年
福岡PARCO開業
新生PARCOの1号店として、従来
の店舗では5割を占めていた衣料
品比率を3割強にまで抑え、雑貨
や身回品、食、ビューティーなどを
広げ多様な来店目的に対応した店
舗として開業。

パルコの自主編集ショップ開始
福岡PARCOでパルコがプロデュー
スするセレクトショップを開始。全
国各地のファッション、雑貨、食な
どの分野で新たな試みをおこなって
いる企業や作家、デザイナーの 
商品を、毎月企画テーマを変えなが
ら展示・販売をする。2012年には
渋谷PARCOでも展開を始め、現在
協力いただいている事業主数は
400以上になる。

実質価値（コストパフォーマンス）・等身大消費 情報格差消費/多様化+多次元化消費
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パルコのクラウドファンディング
BOOSTER（ブースター）開始
クリエイティブコンテンツ全般におけるプ
ロジェクトの実現をサポートし、生活者個
人の方々と一緒にイノベーティヴな挑戦
を世の中に送り出す仕組みとして開始。
パルコグループの強みを活かし、Webと
リアル（＝パルコ）を活用して事業主の事
業成長を支援する。



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、生活者の方がた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
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。

Strategy 
戦略

事業活動

2020年に向けた長期ビジョン【都市マーケットで
活躍する企業集団】を掲げ、「都市の24時間をデザイン 

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 

創造集団」の実現を目指しています。

P18  社長インタビュー

Performance
価値創造の成果

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
拡大」「独自の先行的ICT活用」に加え、新規事業創造を展開し
ています。

Maintenance 
Services
保守管理

Renovation
売場改装

Advertising
広告宣伝

Marketing
市場調査

Sales Promotion
販売促進

6つの資本

財務資本

製造資本

知的資本

人的資本

社会・関係資本

自然資本

経営理念 ／ 社名にこめた想いP01

ビジネスモデル

ガバナンス

コーポレート・ガバナンスP46

使命とビジョン

P32  グループの事業概況
P40  パルコのブランドプロデュース
P44  パルコグループのCSR

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 ／ 
ショッピングセンター事業の収益構造

P12
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Operations
店舗運営

Planning
企画立案

Designing
環境演出

Tenant Leasing
テナント編集

アウトカム

3つ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」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。

持続的な成長

財務資本
財務、株主価値の向上

製造資本
先見的、独創的、かつ

ホスピタリティあふれるPARCO店舗

知的資本
業務価値の向上

人的資本
人材、顧客価値の向上

社会・関係資本
お客さまの共感、信用・信頼

自然資本
環境負荷の少ない商業空間の創造

6つの資本

　「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。

Social Responsibility 
社会的役割

P02  パルコグループが果たす3つの社会的役割
P04  価値創造の歴史
P28  2019年、渋谷PARCOは新たなステージへ

インキュベーション 街づくり 情報発信
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　私たちパルコグループは2020年に向けた長期ビジョン【都市マーケットで活躍する企業集団】
を掲げ、「都市の24時間をデザイン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創造
集団」の実現を目指しています。この長期ビジョンの達成に向けた経営方針と事業戦略に基づき、
中期経営計画（2014年度－2016年度）を策定し、本年度は中期経営計画の最終年度を迎えます。
　国内の消費環境はグローバル化や都心回帰傾向による都市部人口増、世代構成の変化、ICT

技術の高度化による顧客ニーズの多様化など市場構造は大きく変化し、海外でも成熟期を迎え
る中国市場に加え、ASEAN（アセアン）地域の都市も急成長をしており新規ビジネスチャンス 

拡大の機会が到来しています。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に、
中期経営計画では既存事業の進化と新規事業の強化による事業ポートフォリオの変革を進めて
います。
　2015年度は既存事業の進化として、独自の先行的ICT活用によるPARCOの新たな消費体験
の提供を目指し、24時間いつでもどこでもお客さまにパルコでの消費体験をしていただける 

サービスの強化やPARCOで働くテナントスタッフの皆さまが快適に働くことができる環境整備を
おこないました。また、2015年度は福岡PARCO本館の増床や、名古屋PARCO midiを開業し
ファッションだけではなく食や雑貨、デジタルカルチャーなどの新たなライフスタイルの提案をおこ
ないました。
　新規事業の強化としては、都心部一等地という立地の良さを活用する、効率的な運営をおこ
なうゼロゲート事業が順調に進捗し、6店舗目である札幌ZERO GATEを開業しました。 

今後も広島ZERO GATE2、京都ZERO GATE（仮称）、三宮ZERO GATE（仮称）が開業する 

予定です。
　このような既存事業の進化と新規事業の強化などによって、2015年度業績は4年連続の過去
最高益（営業利益・経常利益）を更新しました。2016年度についても過去最高益を目指し順調に
スタートを切っています。また、昨年に続き、2016年度の配当についても増配を計画しています。
　2016年4月6日には宇田川町15地区開発計画における都市計画決定に伴い、渋谷PARCO 

PART1、PART3を建替えのために8月7日の営業をもって一時休業することを決定しました。 

渋谷PARCOは上質なファッションやライフスタイルの提案やエンタテインメントを通じた文化的な
情報発信などをおこない、旗艦店舗としてパルコブランドの原点を創った重要な店舗です。 

　私は社長に就任したときにその原点を見つめなおし進化するために「原点進化」という言葉を使い、
事業を推進してきました。この計画は、パルコブランドの強化を担い、パルコグループが【都市マーケット
で活躍する企業集団】の実現を目指していくために重要な事業であると認識しています。 

　新生渋谷PARCOは、都市マーケットの成熟や技術革新などの社会変化に対応し、情報発信の 

中心となっていけるよう、これまでの渋谷PARCOが創造してきた原点をさらに進化させた、現在
の商業施設の枠を超える「次世代グローバルショッピングセンター」を目指していきたいと考えて
います。
　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。

2016年7月

ステークホルダーの皆さまへ

株式会社パルコ　代表執行役社長　牧山 浩三
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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。

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、新しいビジネスモデルとして 
ゼロゲート事業を展開するほか、プロパティマネジメント／コンサルティング
業務も請け負っています。

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、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。
「ユニークなファッションパーツの専門集団」をコンセプトに、全国

200店舗（2016年2月末現在）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72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。
（2016年2月末現在 PARCO外店舗143店舗、PARCO外出店比率

71.5％）

ショッピングセンター事業 専門店事業

「POKER FACE KYOTO TRADITION」（京都寺町通路面店）「渋谷PARCO」

パルコグループの売上高／営業利益構成

株式会社パルコ
本部 東京都渋谷区神泉町8-16
設立 1953年2月13日
売上高 2,493億66百万円
営業利益 117億31百万円
資本金 343億67百万円
従業員数 630名
店舗数（PARCO／ZERO GATE） 19店舗／6店舗

www.parco.co.jp 株式会社ヌーヴ・エイ
本社 東京都渋谷区神泉町8-16
設立 2001年6月1日
売上高 214億73百万円
営業利益 6億94百万円
資本金 4億90百万円
従業員数 556名
店舗数 200店舗

www.neuve-a.com

8,158

9,788

11,437 11,317
235,841 239,806 241,680 243,783

11,549

248,078

2011 2012 2013 2014 2015

415

530 565
64716,404 17,174

18,344
19,802

694

21,473

2011 2012 2013 2014 2015

（百万円） （百万円）

■ 売上高　 ■ 営業利益 ■ 売上高　 ■ 営業利益

売上高／営業利益 売上高／営業利益

P32 P36

パルコグループのビジネスフィールドSNAPSHOT
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※ 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。

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／安全管理といった、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。

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・シティが担うWebコンサルティング事業は、PARCO

をはじめとする数多くの商業施設および専門店に、Web活用を軸とした 
セールスプロモーションや、人材採用・教育などのコンサルティング 
サービスを提供しています。グループ会社のパルコやヌーヴ・エイととも
に、販売の現場で効果的なサービスやアプリの開発をおこなっています。
この実績とノウハウは多くの企業から評価をいただき、全国100以上の 
商業施設、専門店のICT活用支援を手がけています。

総合空間事業 その他の事業

感情認識ヒューマノイドロボット「Pepper（ペッパー）」向けのアプリを企画・開発「Détour à Bleuet（デトールアブルーエ）」（東京・神宮前）空間設計・内装工事を受注

2015年度
売上高構成比

2015年度
営業利益構成比

パルコグループの売上高／営業利益構成

株式会社パルコスペースシステムズ
本社 東京都渋谷区神泉町8-16
設立 1969年4月1日
売上高 199億69百万円
営業利益 4億33百万円
資本金 4億90百万円
従業員数 867名
事業所数 30事業所

www.parco-space.co.jp
株式会社パルコ・シティ
本社 東京都渋谷区神泉町8-16
設立 2000年3月1日
売上高 8億66百万円
営業利益 32百万円
資本金 10百万円
従業員数 60名

www.parco-city.co.jp

406 410

255
328

18,221 18,581 17,643
18,983

433

19,969

2011 2012 2013 2014 2015

167

90

-20

256

6,630 6,287
5,624

6,891

132

6,850

2011 2012 2013 2014 2015

（百万円）

■ 売上高　 ■ 営業利益 ■ 売上高　 ■ 営業利益

売上高／営業利益
（百万円）
売上高／営業利益

ショッピングセンター事業
83.7%

ショッピングセンター事業
90.2%

その他の事業
2.3%

その他の事業
1.0%

総合空間事業
6.7%

総合空間事業
3.4%

専門店事業
7.3%

専門店事業
5.4%

P37 P38
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店舗統括部門

不動産戦略部門

ゼロゲート事業部

事業戦略部門

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。
「店舗統括部門」は、各店舗の運営に関する統括支援を担っています。「不動産戦略部門」は所有する不動産の戦略的活用に関する 

方針立案・実行およびパルコ事業、新業態SCに資する新規不動産開発を推進しています。「ゼロゲート事業部」「事業戦略部門」では
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。

ご来店

宣伝販促活動

接客・
販売

PARCOの運営

プロパティマネジメント／ 
コンサルティング

ZERO GATEの開発・運営

海外案件

テナント

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

既存店

お
客
さ
ま

海外子会社・駐在

国内子会社

株式会社パルコ

お客さま

評価と信頼

顧客、
ブランドイメージ

商品の販売顧客、
ショッピング

テナントPARCO

イコールパートナー主義

テナントとの強固な信頼関係により“Win-Win”の関係を構築

イコールパートナー主義

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

PARCOの開発

ノウハウの活用

新店

約800社
約2,300テナント
（2016年2月末現在）

パルコのビジネスモデルSNAPSHOT
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パルコ事業の収益構造

ゼロゲート事業の収益構造

テナント仕入高の収納

テナント

お客さま

宣伝・販促活動

購入代金

歩合高・オペレーション
経費を相殺後支払

日々の売上預託

販売活動

テナント仕入高

テナント売上高

PARCO

テナント お客さま
購入代金賃料

販売活動物件開発

パルコ

保守管理
Maintenance 

Services

販売促進
Sales 

Promotion

広告宣伝
Advertising

店舗運営
Operations

環境演出
Designing

テナント編集
Tenant Leasing

企画立案
Planning

市場調査
Marketing

売場改装
Renovation

商業施設の
トータルな
プロデュース力

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
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
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。

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。

商業施設のトータルプロデュース

ショッピングセンター事業の収益構造
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マーケットに合わせ、「都心型店舗」「コミュニティ型店舗」2つの業態で店舗運営
新たな事業モデルとして「ゼロゲート事業」を強化
「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、19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。
「ゼロゲート事業」では、ショッピングセンター事業の新たな事業モデルとして、都心型中低層商業施設の開発を強化し6店舗を運営して
います。

PARCOの店舗展開
ショッピングセンター事業の店舗展開

■ 都心型店舗　■ コミュニティ型店舗
■ ゼロゲート事業　■ その他店舗

広島PARCO ■福岡PARCO ■

仙台PARCO 

札幌PARCO ■ 札幌ZERO GATE

名古屋ZERO GATE

京都ZERO GATE（仮称）
（2017年春開業予定）

広島ZERO GATE2
（2016年秋開業予定）

 ■

大津PARCO

■
■

■

■

■ ■■

■

■
■ 熊本PARCO

静岡PARCO

松本PARCO

名古屋PARCO

心斎橋ZERO GATE
道頓堀ZERO GATE

三宮ZERO GATE（仮称）
（開業日未定）

広島ZERO GATE
調布PARCO ■
吉祥寺PARCO ■

新所沢PARCO ■

ひばりが丘PARCO ■

■ 千葉PARCO

宇都宮PARCO ■

浦和PARCO 

池袋PARCO

渋谷PARCO

渋谷ZERO GATE Pedi汐留

■
■
■

■ 津田沼PARCO 

■

■

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。

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 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

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

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
Open 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

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
Open 2008（H20）.8.23
仙台PARCO2
宮城県仙台市青葉区中央3-7-5
Open 2016（H28）.7.1

sendai.parco.jp

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
Open 1975（S50）.8.24

sapporo.parco.jp

静岡PARCO
静岡県静岡市葵区紺屋町6-7
地下1階–地上8階
Open 2007（H19）.3.15

shizuoka.parco.jp

渋谷PARCO
東京都渋谷区宇田川町15-1

PART1：地下1階–地上9階
Open 1973（S48）.6.14

PART3：地下1階–地上8階
Open 1981（S56）.9.10

CLUB QUATTRO：地上4階–5階
Open 1988（S63）.6.28

ゼロゲート：地下1階–地上4階
Open 2002（H14）.4.27
2011（H23）4.16よりゼロゲート事業として業態転換いたしました。
shibuya.parco.jp
※2016年8月7日をもってPART1・PART3は一時休業

都心型店舗

■

松坂屋上野店・新南館内
（2017年秋開業予定）

■
■ ■

SNAPSHOT
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調布PARCO
東京都調布市小島町1-38-1
地下1階–地上10階
Open 1989（H1）.5.25

chofu.parco.jp

吉祥寺PARCO
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1
地下2階–地上8階
Open 1980（S55）.9.21

kichijoji.parco.jp

ひばりが丘PARCO
東京都西東京市ひばりが丘1-1-1
地下1階–地上5階
Open 1993（H5）.10.8

hibarigaoka.parco.jp

新所沢PARCO
埼玉県所沢市緑町1-2-1

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

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。

津田沼PARCO
千葉県船橋市前原西2-18-1

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

千葉PARCO
千葉県千葉市中央区中央2-2-2
地下1階–地上8階
Open 1976（S51）.12.1

chiba.parco.jp
※2016年11月閉店予定

浦和PARCO
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1
地下1階–地上7階
Open 2007（H19）.10.10

urawa.parco.jp

宇都宮PARCO
栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1
地下1階–地上10階
Open 1997（H9）.3.20

utsunomiya.parco.jp

コミュニティ型店舗

ゼロゲート事業 その他店舗

熊本PARCO
熊本県熊本市中央区手取本町5-1
地下1階–地上9階
Open 1986（S61）.5.2

kumamoto.parco.jp

大津PARCO
滋賀県大津市打出浜14-30
地上1階–8階
Open 1996（H8）.11.2

otsu.parco.jp

松本PARCO
長野県松本市中央1-10-30
地下1階–地上6階
Open 1984（S59）.8.23

matsumoto.parco.jp

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
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）秋開業予定

道頓堀ZERO GATE
大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-22
地上1階–3階
Open 2013（H25）.4.20

心斎橋ZERO GATE
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-1
地下2階–地上4階
Open 2013（H25）.4.13

渋谷ZERO GATE
東京都渋谷区宇田川町16-9
地下1階–地上4階
Open 2011（H23）.4.16

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。

広島ZERO GATE
広島県広島市中区新天地2-7
地上1階–地上3階
Open 2013（H25）.10.10

札幌ZERO GATE
北海道札幌市中央区南2条西3-15-1
地下2階–地上4階 
Open 2016（H28）.2.26

広島ZERO GATE2
広島県広島市中区本通9-3
地上1階–3階
2016（H28）秋開業予定

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）春開業（予定）

三宮ZERO GATE（仮称） 
兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-3
開業日未定

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

In
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d
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2016年5月末日現在
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SNAPSHOT

（百万円）

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）

売上高 259,789 264,779 264,384 269,889 276,358

営業利益 9,168 10,824 12,196 12,508 12,772

経常利益 8,966 10,329 12,013 12,499 12,673

当期純利益 4,319 5,083 6,778 6,294 6,061

EBITDA※1 15,508 16,926 18,052 18,402 19,010

1株当たり年間配当金（円） 17.00  18.00 18.00 18.00 20.00

総資産経常利益率（ROA）（%）※2 4.2 5.0 5.6 5.6 5.5

自己資本当期純利益率（ROE）（%） 5.2 5.4 6.4 5.7 5.3

営業面積（単体）（m2） 443,000 442,600 442,600 451,000 456,000

改装規模（単体）（m2） 64,000 53,000 44,000 46,000 40,000

PARCOカード取扱高 44,738 49,214 52,465 56,478 58,158

PARCOカード会員数（人） 1,612,634 1,614,637 1,643,027 1,754,321 1,885,972

女性社員比率（%） 43.6 43.1 43.7 43.4 43.8

女性役職者数（人） 9 13 16 17 16

電気使用量（千kw/h）※3 98,653 96,660 94,092 89,748 89,717

総水使用量（千m3）※3 602 551 549 533 530

リサイクル率（%） 66.08 66.51 66.71 67.29 67.69

※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 電気使用量、総水使用量の既存店前年度比については、2011年度心斎橋PARCO閉店、2014年度福岡PARCO新館、2015年度名古屋PARCO midi開業、福岡PARCO本館増床に

基づきテナント区画を除いて算出しています。

連結財務／非財務ハイライト

8,750

4,400 4,319
5,083

6,778 6,294

8,966

10,329

12,013 12,499

9,2189,594

4,503

9,756 9,973

5,167

10,090
9,171

3,730

9,362
8,554
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営業利益／経常利益／当期純利益

■ 営業利益　 ■ 経常利益　 ■ 当期純利益
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※4 PARCO（渋谷、池袋、札幌、福岡、名古屋）の海外発行クレジットカード取扱高より算出しています。訪日客の現金売上高などは含みません。

〈PARCOカード〉
会員数

107.5%
＜PARCOカード＞会員数が伸長しており、
顧客化が進んでいます。パルコオリジナル 
アプリ「POCKET PARCO」との連携により
来店と購買を促進し、ロイヤルカスタマーの
獲得につなげます。

営業利益4期連続
最高益を更新

127億円
中期経営計画（2014年度－2016年度）が
順調に進捗し、営業利益（前期比102.1%）・
経常利益（前期比101.4%）が4期連続で過去
最高益を更新しました。

ショップブログ掲載数

年間13万件
PARCOに出店しているショップにショップ
ブログのアカウントを提供し、ショップスタッフ
が日々情報を更新しています。ショップブログ
を通じて24時間いつでもどこでもパルコの
お買い物体験を提供しています。

POCKET PARCO 
ダウンロード数

30万件
パルコのオリジナルアプリ「POCKET PARCO」
ではAI（人工知能）を導入し、お客さま一人
ひとりの好みに合わせた豊富な情報や 
サービスの提供をおこなっています。

年間配当増配を予定

年間22円
株主の方への利益還元を最重要政策の1つ
と位置づけており、2017年2月期の年間
配当については1株当たり2円増配の22円
を予定しています。

独立社外取締役比率

50%
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。

インバウンド売上高増
海外発行クレジットカード
取扱高※4前期比

166.4%
訪日外国人による売上が増加しています。 
免税店舗の拡大や言語対応を強化し、外国人
の方がショッピングを楽しんでいただける 
環境づくりに取り組んでいます。

改装ゾーン売上高前期比

116.6%
新しいライフスタイルを提案するテーマ性の
ある改装を実施し、新たな消費やインバウンド
需要などに対応したショップの導入も積極的
に推進します。

出産復職率

100%
ワークライフマネジメントの社内浸透や育児・
介護と仕事の両立支援に取り組んでいます。
法令の基準を上回る制度の充実や、多様な
働き方に対するロールモデルの共有をおこ
なっています。

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］
www.parco.co.jp/ir/

［CSR］
www.parco.co.jp/csr/

［FACT BOOK 2016］
www.parco.co.jp/ir/library/financial/factbook.php
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サービスを提供する側はそういった生活者
個人の趣味嗜好を満たすサービスや機会
を提供することが求められています。その
ような顧客ニーズとライフスタイルの多様
化をうけて、小売業界でもライフスタイルを
「衣・食・住」のトータルで提案する業態 

国・地域 訪日外客数（千人） 前年比（%） 前年差（千人）

中国 4,994 207.3％ 2,585

韓国 4,002 145.3％ 1,247

台湾 3,677 129.9％ 847

香港 1,524 164.6％ 598

タイ 797 121.2％ 139

総計 19,737 147.1％ 6,324

開発、新たなクリエイションやプロダクツの
開発、ICT技術を活かした顧客アプローチ
やサービスの充実など事業革新が進んで
います。このように3年間を振り返ってもマー
ケットの環境は大きく変化しており、新たな
事業アプローチが必要だと感じています。

A.　この3年間の消費環境については、
マーケット環境が大きく変化し、人々の価
値観やライフスタイルは大きく変わったと
感じます。中でも大きく変化を感じたのは、
ICT技術の高度化による顧客ニーズとライフ
スタイルの多様化、そして成熟期を迎える
中国市場やASEAN（アセアン）地域の 

急速な成長です。スマートフォンの普及や
SNSを通じたコミュニケーションはこの3

年間で大きく拡大し、生活者が膨大な情報
を簡単に手に入れ、選択し、消費する環境
に変化しました。それに伴いスマートフォン
を基点にしたサービスが続々と登場し、検索
行動や好みに応じたキュレーションメディア
の登場、オンライン上の「即日配送サービス」
や「予約システム」といった利便性の高い
サービス、またCtoC（個人間取引）も日常
的におこなわれるようになりました。Web

上で生活者にとって効率的で利便性の 

高いサービスが普及することにより、いつ
でも短時間で好きなものを得られることが
あたりまえの環境になる一方、リアルな場
には利便性とは異なるここでしかないもの、
出会うことができない特別な体験、空間
や時間を求める傾向が強くなっていると感
じます。
　また、訪日外国人の数が年々増加する中、
「爆買い」といわれたインバウンド消費の傾
向が変化してきており、外国人のお客さま
は免税対象商品を大量に買うだけではなく、
日本ならではのコトを体験したり、モノに
出会うことを楽しむ方が増えています。

中期経営計画（2014年度－2016年度）の3年間について 
消費環境をどのように捉えていますか？

Q1
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小売業態別売上高前年度比推移（既存店）

  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

日本政府観光局（JNTO）訪日外客数より

2015年 年間訪日外客数
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　そして成長戦略の具体的な実行期として、
中期経営計画（2014年度－2016年度）を策定
し、既存店舗事業の進化と開発推進、関連 

事業拡大・新規事業創造を実行しています。
既存事業の進化としては、収益基盤である
店舗事業での「ターゲット拡大」「テナント 

構成改編」「Web活用」「オペレーション改革」
などによる安定成長の継続と、関連事業の

外部拡大をおこない、開発推進・新規事業
創造・海外事業再構築へ向けた積極的な
先行投資、そして将来の継続的な事業成長
に備えてダイバーシティ経営をさらに強化
しています。

A.　当社グループは、このような国内外
の変化を確実に捉え事業機会につなげて
いくため、2020 年に向けた長期ビジョン
を策定し、「主要都市部の深耕」「コアター
ゲット拡大」「独自の先行的ICT活用」の3つ
の事業戦略を推進し、2020年を見据えた
成長に向けて事業ポートフォリオの変革を
おこなっています。

中期経営計画（2014年度－2016年度）の3年間で重点的に取り組んだことを 
教えてください。

Q2

パルコグループ2020年長期ビジョンと中期経営計画（2014年度－2016年度）

3つの事業戦略
主要都市部の深耕
コアターゲット拡大
独自の先行的ICT活用

5つの戦術
1 店舗事業の優位性拡大
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
3 関連事業拡大と新規事業創造
4 海外事業の再構築
5 事業推進のための経営基盤強化

1

2

3

パルコグループ2020年長期ビジョン
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』

成長実現に向けた2つのステップ

〈～2013年度〉
店舗事業安定化 & 新しい事業の芽

〈第一期：2014～2016年度〉
成長戦略の具体的実行

〈第二期：2017～2020年度〉
事業ポートフォリオ変革

既存店舗事業

開発事業

関連事業

既存店舗事業進化

開発事業推進

関連事業拡大・新規事業創造

既存店舗事業進化

開発事業推進

関連事業拡大・新規事業創造
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活躍する飲食店を積極的に誘致するなど食
のテーマも強化しました。インターネットを
日常的に利用し、情報収集やゲーム、 

アニメコンテンツなどを楽しむデジタル世代
に向けては、人気キャラクターの関連商品
を扱うショップの導入や、そのようなショップ
と親和性の高いファッションブランドを組み
合わせたフロアの構築をおこないました。
またインバウンド消費はいわゆる「爆買い」
から付加価値の高いものへ関心が高まって
おり、都心型店舗を中心として、ジャパンブ
ランドのファッションや雑貨の提案をおこなっ
ています。このような「ターゲットの拡大」 
「テナント構成改編」により2015年度の改装
実績は380区画40,000m2、改装ゾーン売上
高前期比は116.6％と大きく伸張しました。

A.　まず既存事業の進化では3つの事業
戦略として推進している「コアターゲットの
拡大」が挙げられます。
　多様化する価値観とライフスタイルに幅
広く対応するために、新たなテーマの改装
を推進し、マーケット内のポジションの確立
を図りました。成熟した都市の感度の高い
生活者の方に向けた上質なライフスタイル
の提案として、国内の若手デザイナーの最
新のファッションを提案するセレクトショップ
や、健康志向の方に向けたオーガニック化
粧品やレストランの導入などをおこないまし
た。また、アパレル企業と協業し、感度の高
い、働く女性に向けたファッションブランド
の開発もおこない、都心型店舗を中心に展
開しています。年々高まる食のニーズに対
しても、人気飲食店のほか、地方エリアで

中期経営計画（2014年度－2016年度）2年目までの 
具体的な成果を教えてください。

Q3

S
trategy

海外客売上高前年度比は、「店舗総合売上高」における海外発行クレジットカード売上高の前年度比率であり、訪日客の現金売上高など
は含みません。

渋谷
PARCO

札幌
PARCO

池袋
PARCO

福岡
PARCO

名古屋
PARCO

インバウンド主要
5店舗計

海外客売上高前年度比 144.7% 193.1% 179.7% 267.4% 178.6% 166.4%

海外客売上高シェア 11.0% 7.3% 2.1% 1.3% 0.5% 3.4%

インバウンド需要参考実績（2016年2月末現在）

名古屋PARCO 東館2階
メンズ・レディス「UNITED TOKYO
（ユナイテッドトウキョウ）」

仙台PARCO 2階
コスメティック「Kiehl’s（キールズ）」

札幌PARCO 地下2階
フレンチフライ「大地のフリット」

池袋PARCO 本館4階
メンズ「SOPH.（ソフ）」
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務手続きなどを、Webを通じて簡単に処理
できる「パルコSCグループウエア」を設置し
たほか、「POCKET PARCO」ではアプリに
登録しているクレジットカードをご利用いた
だいたお客さまへお買い物翌日に満足度評
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へフィードバックして
います。2015年9月よりスタートした評価
機能からこれまで17万件のお客さまの声
が届いており、お褒めの言葉やお礼の言葉
はショップスタッフのモチベーションの 

アップにつながっています。

　次に「独自の先行的ICT活用」です。
　「ICT活用ナンバー1ショッピングセンター」
を目指し、リアル店舗をより魅力的にする 

取り組みとしてWebを活用したお客さまへの
アプローチとPARCOで働くショップスタッフ
の業務効率化を推進しました。また、オリジ
ナルアプリでこれまでに可視化することの
できなかったお客さまの購買情報を分析し、
さらなる顧客満足へつなぐPDCAサイクル
が飛躍的に向上しました。パルコの約3,000

ショップの皆さまにショップブログのアカウ
ントを提供し、Webを通じた情報発信を強化
していただいています。さらにショップブロ
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」を導入、2015年3月からは
ショップブログの情報を活用したパルコの 

オリジナルアプリ「POCKET PARCO」を展
開しています。アプリ立ち上げから約1年間
で30万ダウンロードされており、ショップ 

ブログの年間掲載件数は1年間で13万件と
なっており、Webを通じてショップスタッフ
とお客さまとのコミュニケーションが深化し
ています。
　また、POCKET PARCOではハウスカード
〈PARCOカード〉のお客さま情報を登録す
ることができ、購買情報を通じて再来店へ
つなぐお客さまサービスの強化をおこなっ
ています。〈PARCOカード〉ご利用のお客
さまでPOCKET PARCOに〈PARCOカード〉
の情報を登録している方はPARCOの来店
頻度が約2倍、購買金額が約2倍と伸長し
ており、顧客アプローチとして有効なツール
になっています。
　2016年3月にはAI（人工知能）を導入し、
お客さまのニーズにあったパーソナライズ
された情報の発信を強化し、顧客満足から
個客満足へとより極め細やかなサービス提
供が可能となりました。Webを活用した
ショップスタッフへの業務効率化も強化し
ており、業務の隙間時間を活用し、接客技
術を学ぶことができるeラーニング「SUTEKI 

LABO（ステキラボ）」、パルコ事務所への事

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

Conversion
接客・購入

PARCO利用頻度　 173%

お買い物1回の利用金額　 109%

お客さま一人当たりの 
お買い物金額　 189%

Star Rating
サービス評価

3C+S ユーザーの行動分析

クリップから購入の4ステップ

CLIPユーザーの行動分析
ブログ記事Clipによる同ブランドの
売上アシスト効果を可視化

49%

81%
（40%）

評価実績（☆5～1）
☆5～4  73.9%

アプリ登録パルコカード客と
未登録カード客の比較（2015年度)

2015年度カエルパルコ実績（時間帯別シェア）

来店前 来店中 来店後

10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 1:00 4:00 7:00

閉店時間帯（21：00～翌10：00まで）の注文
37.7%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0%

同一ブランドの他店発信
ブログ記事による買上

自店発信
ブログ記事による買上

営業時間外にもショップの
売上をサポート

63%

37%

「POCKET PARCO」利用者の行動分析では、投稿記事に対して、クリップ（お気に入り登録）をしたお客さまのうち、49％
の方がチェックイン（ご来店）をおこない、そのうちの81％の方がコンバージョン（お買い物）をされています（クリップから
コンバージョンへの割合は40％）。さらにお客さま評価機能としてお買い物翌日にアンケートを配信しています。7割以上
のお客さまが上位ランク（☆5～4ランク）をつけており、ショップスタッフの接客に高い評価をいただいています。また、
お客さまからいただいた意見や感想をショップへフィードバックすることでお客さまのサービスの向上につなげています。

パルコのショップブログにWeb取り置き予約と通販注文サービス機能を追加し、ブログでチェックした店頭商品をその場
で取り置き予約、購入ができるサービス「カエルパルコ」ではパルコの営業時間外や、店頭のお客さまが少ない時間帯に
も売上を作ることができており、ショップスタッフの接客のサポートに繋がっています。

「POCKET PARCO」に＜PARCOカード＞情報を登
録している会員さまと未登録会員さまとの比較をす
るとPARCOでのお買い物のご利用頻度、1回のお
買い物金額が上がり、お客さまがご利用いただく金
額が大きく伸びています。

ショップスタッフから配信されるショップブログの情報を全国
PARCOに出店している同ブランド情報を分けることなくお客
さまに届けることで、同ブランド同士がサポートしながらショッ
プの売上を伸ばすことに貢献しています。

同一ブランド
他店発信による
売上オン
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　2016年7月には仙台PARCO本館近く
に新たな拠点「仙台PARCO2」を開業しマー
ケットにおけるパルコの存在感を拡大しま
す。ゼロゲート事業では2016年2月に札幌
PARCOの南側に札幌ZERO GATEを開業
し、今後、秋には広島ZERO GATE2、京都
ZERO GATE（仮称 2017年春）、三宮ZERO 

GATE（仮称 開業日未定）の開業を予定して
います。
　また、開発手法についても既存商業施設
の業態転換やプロパティマネジメント、 

J. フロント リテイリンググループとの連携
など多様な開発手法をおこなっていきます。
2017年秋には松坂屋上野店新南館に出店
することが決定しています。

で好結果を得た事業主の1号店をパルコで
出店するなど既存事業への貢献にもつな
がっています。
　海外事業についても渋谷PARCOで 

好評をいただいている人気キャラクターを 

メニューで再現するコラボレーションカフェ 

「THE GUEST cafe & diner」のノウハウを
活用し、海外でも実施しています。今後は
「 itadakimasu（イタダキマス）」を独立した
一事業と捉え、シンガポールおよび周辺 

各国の商業施設・オフィスビル・ホテルなど
の飲食店ゾーンへの出店に取り組んでいき
ます。

　開発推進、関連事業の拡大では「主要都
市部の深耕」として都市部でPARCOや 

ゼロゲート事業が順調に進んでいます。
　PARCOの開発としては2014年11月に
福岡PARCO本館の隣に「福岡PARCO新
館」が開業、2015年3月には福岡PARCO

本館部が増床し、天神エリア最大の商業施
設となりました。また同月には名古屋
PARCOの西館に隣接する小型ビル「名古屋
PARCO midi」が開業し、高感度ファッション
や話題の飲食店を導入したほか、既存の 

名古屋PARCOも大きくリニューアルし、
2014年10月に開業した名古屋ZERO GATE

とあわせエリア一体となったショッピングの
楽しさを提案しています。

　新規事業創造では2015年7月にパルコ
直営の飲食店舗「& éclé（アンドエクレ）」を
青山に開業しました。ミシュラン1つ星レス
トランの元シェフ、オリヴィエ ロドリゲス氏
と共同で開発運営をするネオビストロ 

業態で食の分野におけるライフスタイルの
提案をおこなっていきます。
　2014年度にスタートしたクラウドファンディ
ングサービス「BOOSTER（ブースター）」で
はリアル店舗を全国に展開するパルコ 

グループならではの強みを活かし「リアル
とWebの融合」により顧客との接点を増や
すことで、新しい挑戦をおこなう組織や 

個人の成長支援を加速させます。BOOSTER

S
trategy

仙台PARCO2 広島ZERO GATE2札幌ZERO GATE

「& éclé」では旬の野菜を使ったフレンチ独特の
ソースを使用した「クーリシャス」を提供
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よびEC事業の強化を図っていきます。 

海外事業については、パルコグループの持
つコンテンツの海外展開や、越境ECへの
取り組み、現地ニーズに合った開発を推進
していきます。
　こうした取り組みを通じて、2016年度計
画の売上高は2,801億50百万円（前期比
101.4％）、営業利益は135億円（前期比

105.7％）、親会社株主に帰属する当期純利
益は78億50百万円（前期比129.5％）の増
収増益とし、5年連続の過去最高益を目指
していきます。また、中期経営計画の経営
数値目標との比較では、売上高、EBITDA

については未達となるものの、営業利益、
親会社株主に帰属する当期純利益につい
ては経営数値目標の達成を実現します。

A.　2016年度は、将来の成長実現に向け
た事業展開の方向性を策定するとともに、
各事業における最優先取り組み事項の明
確化に基づく戦術を実行し、事業基盤の構
築を推進していきます。2016年7月には 

仙台PARCO2、2016年秋には広島ZERO 

GATE2が開業し、さらなるマーケットポジ
ションの確立に加え、全店計40,000m2の
改装を計画し、都心型店舗、コミュニティ
型店舗の2類型での展開をさらに発展させ
ます。
　引き続きインバウンド需要や新しいカル
チャー、ライフスタイルへの対応などの、 
市場の成長テーマにあわせた店舗別の政
策を推進することで、消費者価値観の多様
化やコト消費拡大への対応を図ります。ま
た、独自の先行的ICT活用を軸としたテナ
ント情報発信力活性化を推進するとともに、
〈PARCOカード〉と連動したCRM※1の確
立に取り組みます。
　新規事業については、クラウドファンディ
ングサービス「BOOSTER」、直営の飲食
店舗「& éclé」のさらなる事業成長を進める
とともに、自主編集ショップ「ミツカルストア」
と連動した独自性のある商品開発の充実お

中期経営計画（2014年度－2016年度）の最終年度（2016年度）の取り組みについて
教えてください。

Q4

（百万円）

経営数値目標の進捗

18,402

269,889
12,508

276,358
280,150

13,500

19,086

12,772

6,294

7,850

6,061

19,010

2014年度実績 2015年度実績 2016年度計画

※EBITDAは営業利益＋減価償却費にて算出しています。

  売上高　■ 営業利益　 ■ 当期純利益　■ EBITDA※

※1 CRMとはCustomer Relationship Management
の略であり顧客情報を管理することで売上や利益率
を向上させるマネージメント手法
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ますます発展が期待される世界的にも注目
度の高い都市の一つです。渋谷PARCOは
街と、街に訪れる人によって次はこうある
べき、という姿を示してもらい、ここまで進
化することができました。このことに感謝
して、次は皆さまの期待を超えたものをつ
くることが恩返しになると考えています。

渋谷PARCOが街の進化の中心になってい
けば、こんなうれしいことはありません。
今後次世代グローバルショッピングセン
ターとして新生渋谷PARCOを創造するこ
とで、さらに街の活性化に貢献していきた
いと思っています。

A.　当社は、「渋谷PARCO（PART1、PART 

3）」を含む「宇田川町15地区開発計画」の開
発施行予定者として、東京都に対し、都市
再生特別措置法に基づく都市再生特別地区
の都市計画の提案をおこない、決定、告示
されました。そのため本計画の推進のため
2016年8月7日の営業をもって「渋谷PARCO

（PART1、PART 3）」を一時休業させていた
だきます。
　渋谷PARCOは1973年の渋谷PARCO 

PART1の開業からスタートしました。以来、
都市生活者に向けたライフスタイル提案や
エンタテインメントを通じた文化的な情報発
信など、時代の一歩先を提案するさまざま
な挑戦をおこなってきた渋谷PARCOは、
現在のパルコブランドを築いてきた重要な
店舗です。この宇田川町15地区開発計画
は、パルコブランドの強化を担い、パルコ 

グループが【都市マーケットで活躍する 

企業集団】の実現を目指していくために重
要な事業であると認識しています。さらに
渋谷エリアは変化に富み、さまざまな価値
観や文化の融合が進む個性豊かなエリアで
もあり、最近はそのような独特な文化の 

発信拠点として海外からの来訪者も多く、

渋谷PARCO（PART1、PART3）を含む宇田川町15地区の開発計画について 
教えてください。

Q5

S
trategy

http://shibuya.parco.jp/lastdance_/

「Last Dance_」の詳細についてはWebサイトをご参照ください。
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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。

ＣＳＲの定義

ＣＳＲ理念

重点テーマ

ステークホルダー

パルコグループCSR基本方針

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
 

お客さま 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

文化
　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。

次世代の人材
　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。

地域
　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。

環境
　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

インキュベーション 街づくり 情報発信

多様な人材が、多様な働き方を通して、新し
い発想を次々と生み出す企業風土を創るた
め、2014年度より私がダイバーシティ推進
委員会の委員長となり、スピード感を持って
推進しています。ワークライフマネジメント
の社内浸透にむけては、休暇取得促進策
の実施とともに時間制約のある社員が働き
やすい環境の整備を進めています。また、
女性の活躍を推進するためにキャリア意識
の向上のための外部研修への参加や、 

社内研修の充実を図っています。
　持続的な企業価値向上においては、 

コーポレート・ガバナンスの強化が重要であ
ると考えています。2016年に「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。この基本方針は、経営理念に基づき、
お客さまやテナント、株主／投資家などの

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、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。また、2015年の「コーポレート
ガバナンス・コード」にも対応し、取り組み
を進めることで持続的な企業価値の向上を
目指していきます。
　これからも、生活者の方々の想いを汲み
取り、お応えするために、パルコグループ
は、2020年に向けた長期ビジョン【都市
マーケットで活躍する企業集団】として、 

「生活者の方々に心の豊かさをご提供する」
という強い意志を持ち、グループ一丸となっ
て、ステークホルダーの皆さまと一緒に時代
を切り拓いていきたいと考えています。

A.　私はCSRとは経営理念の具現化であ
り、事業基盤そのものであると考えています。
「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」。この経営理念
を、事業を通じて、ステークホルダーのご
信頼とご満足をいただきながら実現するこ
とが、パルコグループのCSRです。ここで言
う先見的、独創的な事業活動とは、パルコ 

グループ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＝パルコらしさ」を時代の変化を捉え
ながら「進化」させることです。
　そのためにはパルコグループ全社員が
常に新しい発想を持って事業に取り組まな
くてはなりません。社員の個性を最大限に
引き出し、水平コミュニケーションを通じ、

パルコグループのCSRとは何でしょうか？

Q6
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A.　当社は、持続的な成長と中長期的な
企業価値の向上を実現することで、株主の 

皆さまへ利益還元を果たすことを重要政策
の一つと位置づけています。剰余金の配
当については、株主の皆さまへ安定配当
をおこなうことを基本とし、業績と配当性
向を勘案して実行していきます。内部留保
金については、財務基盤の充実を図るとと
もに、今後の成長戦略における事業展開
を推進するために有効活用していきます。
　2015年度の1株当たり年間配当金は2

円増配の20円、配当性向は33.5％となり
ました。2016年度については、2年連続し
て2円増配し1株当たり年間配当金は22円、
配当性向は28.4％を予定しています。また、
株主の皆さまにPARCOでのショッピング
を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。

株主還元についてどのように考えていますか。

Q7

17 17
18 18

20
22

18

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2016年度計画2015年度

■ 1株当たり年間配当金　 　

配当性向 31.8% 32.4% 33.1% 26.9% 29.0% 33.5% 28.4%

1株当たり年間配当金／配当性向
（円）

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/

S
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　時代の大きなうねりの中で、少しずつ変化してきた
消費者の心理、意識、そして行動。
　渋谷PARCOは、1973年の開業以来、時代の空気
と、消費者の心の小さな変化をキャッチし、お客さまの 

期待を超える新しい価値の創造に取り組んできました。
　渋谷PARCOが発信したことが、時代の中に小さな 

変化を生み、いつしか大きな流れとなる・・・。
　この流れを生むために、40年余り繰り返してきたの
は、「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」です。
　この3つの取り組みこそが、パルコの原点であり、 
進化し続けるパルコの信念ともいえます。

街のデザイン化を図り、新しい消費を提案。
　渋谷PARCOは開業にあたり単なるモノを買うためのショッピングの場と
考えるのではなく、ストリートの特徴を活かした新しい時代の消費者にふさわ
しい、周辺の環境整備に取り組みました。目指した環境は、自由な自己表現
として開花させるための「見せる場」「見せられる場」、開業広告のキャッチ 
コピーは「すれちがう人が美しい～渋谷公園通り～」でした。渋谷PARCOは
スズランを模した美しい街路樹を配し、花を植え、電話ボックスさえおしゃれ
につくり変えました。豊かな生活とともに、欧米のライフスタイルに対する 
憧れや思想が、日本人の価値観を大きく変える時代を見据えた、渋谷
PARCOの街づくりは、その狙い通り多くの若者を「公園通り」に惹きつける
ことになります。

PARCOの視点

1970s

「見せる場」「見せられる場」を創る
　1階エントランスには、ホテルのサロ
ンのようなカフェを設置。外からカフェ
の奥までがよく見通せる大きな窓ガラ
スを張り巡らせ、カフェでくつろぎ楽
しむ空間を演出しました。

カフェドラペ

『SHOW GIRL』1974年～1988年まで16シリー
ズ上演され、大ヒット作品となった。

ウォールペイント

　渋谷PARCOが新しい文化圏を渋谷
で形成する上で核となる施設として誕
生。気鋭の舞台人らによるユニークで
刺激的な作品をパルコがプロデュース
し、次々と発表しました。

　ニューヨークの地下鉄の落書きをヒ
ントに、駐車場の壁面や館の壁にさま
ざまな作品を描くウォールペイントを
おこないました。ペインターが日々壁
に描き、作品が完成するまでの過程も
道行く人たちに向けたパフォーマンス
となりました。

PARCO劇場（旧西武劇場）開業

アート・カルチャーの情報発信

渋谷PARCOを拠点に、街を新たな消費のステージに。
　駅から離れた坂道という立地のデメリットを逆手にとり、通りの演出をおこ
ない、さまざまな仕掛けを施しました。街全体を訪れる人のためのステージ
に見立てた渋谷PARCOの戦略によって「公園通り」を中心に、街は「人々が
集い、時間と空間を共有し、楽しみくつろげる場」へと変わっていきました。

渋谷PARCO誕生、 
新たな時代のステージを創る

創成期

PARCO’s Actions

特集：
2019年、渋谷PARCOは新たなステージへ 渋谷PARCOは何を創ってきたのか

進化する、
パルコの原点

インキュベーション
常識にとらわれない、新しい発想で世の中に変化をもたらす。
渋谷PARCOは、ファッションを中心にしながら、時代のメインストリーム
にとらわれることなく、音楽、アート、演劇など、多彩な分野で、さまざま
な新しい才能の発見とその活躍の場を提供してきました。渋谷PARCO

を舞台に、ともに成長を遂げながら才能を開花させ、今では国内外の 

第一線で活躍するアーティストやクリエイターも少なくありません。

街づくり
駅から離れた坂の上で、街をデザイン。
人のあるところに商業施設を構えるのではなく、人が訪れたくなる街を
創る。渋谷PARCOを開業するにあたり、当時「区役所通り」と呼ばれて
いた駅から500メートル離れた坂道に、人の波を創るため、渋谷
PARCOが開業とともに取り組んだのが街づくりです。街の持つ空気を
活かし、渋谷PARCOの周辺一帯に「見せる場」「見せられる場」を創る
ため通りを演出し、街をデザインしていくことで、人の流れを創りました。

情報発信
館全体をメディア化し、お客さまを惹きつける仕掛けを創出。
渋谷PARCOは開業当時から大型商業施設の枠を超え、カルチャーを発信
する装置として機能してきました。開業と同時に渋谷PARCOの9階に
開業したPARCO劇場（旧西武劇場）は、ユニークで刺激的な作品を 

多数発表し、演劇界にも多くの影響を与えてきました。その他にも、音楽、
アート、映像、イベントなど国内外のさまざまなムーブメントを誘致し、 
「渋谷PARCOに行けば何かある」とお客さまに思わせる仕掛けを創出し、
モノを買うだけの場にとどまらない情報発信を続けてきました。

パルコの原点
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「人並み」から「差別化」へ、消費の個人化・多様化が進む。
　政治経済が安定期に入り、生活が豊かになる中で、人々は「人並みのモノ
を持ちたい」から「人とは違うモノがほしい」という差別化への欲求を持つよ
うになります。モノも多様性に富んだ商品が次々と市場に送り出され、消費
されていきました。ライフスタイルマガジンも続々と登場し、ライフスタイルの
ファッション化が進む中、今後人々の「こだわり消費」が増えていくと考え、
ファッションにおいてはデザイナーズブランドなど個性的なファッションの積
極的な導入をおこないました。また、スポーツ、インテリア、サウンド、雑貨な
ど、より人々の感覚を刺激する多様なライフスタイルの提案を強化していきま
した。

PARCOの視点

1980s 1990s

PARCO’s Actions

PART3開業の様子

オープニングライブポスター

「パルコブックセンター」ポスター

デザイナーズバザールに並ぶお客さまの列

ライフスタイル全体がファッションになる時代を 
見据え、街のメディア化を深化。
　1975年、渋谷PARCO PART2を開業し、DC（デザイナーズ & キャラクター
ズ）ブランドの集積フロアを設け、ニッチで個性的なファッションのアプローチ
をおこないました。さらに1981年には、スポーツ、サウンド、インテリア、雑
貨などを集積し、暮らしを豊かにするライフスタイル提案型の渋谷PARCO 

PART3を、1983年には男性のこだわり消費に向けた場であるSR（ショールー
ム）6を開業し、多様化する消費者ニーズに対応しました。

渋谷の街のメディア化と 
ライフスタイルの演出

個性の開花

理想とする暮らしのプレゼンテーション

個性重視のファッションの流れ

　1981年に開業した渋谷PARCO 
PART3では、インテリアや雑貨などを
集積し、「衣・食」だけではなく「住」
のテーマを提案し、個性化・多様化
するライフスタイルのニーズに対応し
ました。

　1980年代前半にはDCブランドブー
ムが到来。1986年には男性のライフ
スタイルファッション誌の創刊なども
あり、男性がファッショナブルに。DC
ブランドのセールに男性が並ぶという
現象を起こしました。

クリエイティブな個の発信、 
渋谷を拠点としたストリートの成長。
　1980年代に起きた渋谷PARCOを拠点とした渋谷の街のメディア化は、新し
い情報、新しいカルチャーを街に集中させていきました。自由でクリエイティブ
な街の空気と相まって高感度な人々も集中し、なかでも音楽については、 
個人経営の高感度レコードショップに加え、世界最大規模のメガショップを構
えるなど、渋谷を世界有数の音楽の街へと押し上げました。アートシーンで
は国内外のアンダーグラウンドカルチャーが渋谷に集中し、クリエイティブで
オシャレなライフスタイルを求める人々が集まり、「渋谷系」という言葉が生ま
れるほど個性豊かな街へと変化していきました。また公園通りを基点とした
ストリートも発達し、セレクトショップをはじめ多くの路面店が軒を連ね、ストリート
カルチャー成長期の時代を迎えました。渋谷PARCOはストリートカルチャー
を牽引するさまざまな取り組みをおこなっていきました。

音楽、アート、書籍など、カルチャー施設を充実。 
渋谷ストリートカルチャーの発展に貢献。
　クリエイティブに変化する渋谷の個性をリードする展開を強化しました。
1988年にライブハウス渋谷CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）を、1999年
に単館系映画館シネクイントを開業するなど、アート、映画、書籍と文化の情
報発信拠点を増やしていきました。また、ファッションにおいては上質な 
カジュアルファッションの提案や、ストリートで流行している等身大のトレンド
をバランスよくとり入れた平成ファッションの導入を強化させました。

渋谷CLUB QUATTRO開業

「パルコブックセンター」「ロゴスギャラリー」開業

　良質なライブ・ミュージックを、ジャンルや国内外
にこだわらず提供。「いい音楽」「いいライブ」を 
クラブスタイルで楽しむことを日本の音楽シーンに
定着させました。国内外を問わず新人アーティスト
の登竜門としても名高く、「渋谷CLUB QUATTRO」か
らスタートし、ステップアップしたアーティストも多い。

　1991年高感度セレクトブックセンター「パルコブックセン
ター」が開業。クリエイティブ志向の高い人たちへアート・専門
誌・洋書を充実させました。隣接部にはギャラリーを併設し、
書籍出版と連動した企画展、写真展などをおこないました。

クリエイティブな個の集積、 
ストリートカルチャー全盛期

街の発達

PARCOの視点

PARCO’s Actions
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イノベーティブな街「SHIBUYA」から起きる、 
モノやコトのフラット化を予見。
　個人が情報を容易に収集できるインターネットの普及は、それまでのマス
マーケティングで情報やトレンドが拡大していく時代から、パーソナルな情報
発信がトレンドをつくりだす「個の時代」へのシフトを後押ししました。情報の
フラット化は、人々の価値観や意識も変え、クリエイティブの世界では、活動
領域を規定しないマルチに活躍するジャンルレスなアーティストが登場し、 
アンダーグラウンドだったカルチャーや新世代のクリエイティブ視点が、消費
者の共感を呼ぶようになりました。IT起業家のホームグランドとして多くの
企業がオフィスを構え、イノベーティブな場所として捉えられるように変化し、
日本のストリートカルチャーの総本山として「SHIBUYA」が注目され、外国人
が増えてきたのもこの頃からです。ストリートカルチャーが次々と生まれる 
個性的な街にイノベーティブでインターナショナルなイメージが加わった 
渋谷は、国、世代、性別、常識を超えた価値観の融合が進むことで、あらゆる
モノやコトがフラット化しボーダレスになっていきました。その時代の潮流を
いち早く察知し、渋谷PARCOは数多くの実験的な取り組みをおこないました。

価値観のフラット化が加速する中、
あらゆるものが共存していく時代に。
　スマートフォンなどのデジタルデバイスとそれに伴うSNSの普及は、人と
のコミュニケーション、そして行動を大きく変えていきました。インターネット
の世界では、幾層もの価値観がぶつかり合うことなく融合し、フラット化が起き
ています。海外の人々を驚かせている渋谷のスクランブル交差点は、「カオス
の中に秩序がある」といわれ、その注目ぶりは、まさにフラット化した社会なら
ではの現象といえるでしょう。こうした価値観の変化の中、渋谷PARCOの中
をカオス化させ、渋谷の街を凝縮したような体験の場にしています。

フラット化する社会を背景に、新しい価値観を持った
広い世代に向け、感度の高いコンテンツを発信。
　渋谷PARCO開業30周年に、新しくかつ多面的な価値観を持つ世代に向け、
ハード・ソフトともに大きなイノベーションを図りました。渋谷PARCO全体
のリニューアルを図るとともに、カルチャーをミックスさせる数々の実験的な
取り組みをおこないました。

デジタルネイティブに向けた新しいフロア展開、 
カルチャー×カルチャーの融合でイベント化。
　渋谷PARCO PART1は1階に国内気鋭のファッションブランドが並び、6階
をアニメなどポップカルチャーが集積した「シブポップフロア」にするなど、館
全体をあえて混沌とさせています。フラット化した社会を表現している館内
では、さまざまなカルチャーコンテンツを掛け合わせ、新たな化学反応が驚き
と楽しさを提供する仕掛けを創っています。

「シブポップフロア」開業

新しい表現方法によるファッションのプレゼンテーション

次世代を担う新しい才能のプレゼンテーションの場を共創

日本のデザイナーの新たな挑戦の場

　2012年、渋谷PARCO PART1の6階
に、アニメ、ゲーム、サブカルチャーに
特化した「シブポップフロア」を導入。
オタク的なイメージはなく、ファッション
もカルチャーもフラットに楽しむ女性
が集まるフロアに。また日本のサブ 
カルチャーを支持する海外からのお客
さまが多数訪れました。

　ファッションを劇場的な演出で見せる
「シアタープロダクツ」の日本初の直営
店が渋谷ZERO GATEにコレクター
の椅子を譲り受け、学生たちの力も 
借りて内装をつくりあげた手づくり
ショップを開業。パルコミュージアム
では実際のアトリエをミュージアムの
中に移転し、現場を公開するユニーク
な展示をおこないました。

　2011年から女性クリエイターの表
現の場として「シブカル祭。」を開催。
あらゆる分野で新しい取り組みをおこ
なっている女性クリエイターを集めて
渋谷PARCOを表現の場として提供し
ています。過去5回開催し、参加した
女性クリエイターの数は約1,000名と
なっています。

　渋谷PARCO PART1のメインフロア
は、現在海外への挑戦を図る日本の 
若手デザイナーなど今後期待されて
いるデザイナーのセレクトショップを
中心に集積。また、老舗ブランドの
革新的なショップも展開しています。

成長する街と成熟する感性へ 
さらなるアプローチ

共創の時代に、生活者の 
期待を超える感動の「場」を創る。

価値の多様化 原点進化

PARCOの視点 PARCOの視点

PARCO’s Actions

PARCO’s Actions

シブポップフロアに開業した
「ワンピースショップ」

「シブカル祭。」オープニングイベント

PART1 1階「マッドストアアンダーカバー」

パルコミュージアム
「シアタープロダクツの現場」

「渋谷PARCO」大改装
　あらゆる価値のフラット化により、ファッションでもエイジ 
レス化が進むなか、渋谷PARCOは高感度な消費者に向け、よ
り積極的なライフスタイル提案をおこなうため、「渋谷PARCO」
開業30周年に向け「公園通りルネッサンス」をテーマにした 
大改装を実施。国内外のハイセンスファッション、食×ファッション
×アートを融合させたレストランやラウンジを導入するなど新た
なライフスタイルの提案に積極的に挑戦しました。

渋谷PARCO PART3
リニューアルポスター

2010-20152000s
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　渋谷PARCOのPART1、PART3を含む地区の開発施行予定者として、東京都へ宇田川町15地区開発
計画における都市再生特別地区の提案をおこない決定、告示されました。これに伴い、渋谷PARCO 

PART1、PART3を、本計画の進展に合わせ、建替えのために一時休業することとしました。
　渋谷PARCOは1973年の渋谷PARCO PART1の開業からスタートしました。以来、都市生活者に 

向けたライフスタイルの提案やエンタテインメントを通じた文化的な情報発信をおこない、旗艦店舗とし
てパルコブランドのイメージを牽引してきました。 

　近年の国内および海外のマーケット構造や環境、消費者マインドの大きな変化を確実に捉え、事業機会
につなげていくため、当社は長期ビジョンを策定し、その実現を目指した事業戦略を推進しています。 
本計画は、長期ビジョン達成に向けたパルコブランドの強化を担うものであると認識しています。
　さらに、渋谷エリアは変化に富みさまざまな価値観や文化の融合が進む個性豊かなエリアであり、最近
はそのような独特な文化の発信拠点として海外からの来訪者も多く、ますます発展が期待される世界的
にも注目度の高い都市の一つです。今後、次世代グローバルショッピングセンターとして新生渋谷
PARCOを創造することで、さらに街の活性化に貢献できると考え、本計画を推進していきます。

「宇田川町15地区開発計画」における都市計画について

一時休業に向けたキャンペーン「Last Dance_」ポスター

事業主体 株式会社パルコ
所在 東京都渋谷区宇田川町14番の一部、

15番
用途 店舗、事務所、育成施設、事業化支援

施設、文化発信施設（劇場など）、駐車
場など

敷地面積 約5,380m2

延べ面積 約65,000m2

階数 地上20階、地下3階
高さ 約110m
予定工期 2017年3月～2019年9月
営業最終日 2016年8月7日
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http://shibuya.parco.jp/lastdance_/

イメージパース
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営業面積： 456,000m2 (101.1%) 

入館客数： 150,720千人（104.9%）

既存店客単価前年度比： 101.1%

消費者ニーズの変化や多様化に対応するテナント編集、インバウンド需要
への対応、デジタルネイティブ世代の新しい消費への対応をテーマに推進。

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。

入館客数、既存店客単価は着実に伸長。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

改装規模（区画） 639 522 450 425 380

改装規模（面積・m2） 64,000 53,000 44,000 46,000 40,000

改装効果（売上高前年度
ゾーン対比・％） 132.2 117.4 111.0 118.6 116.6

改装内新規出店数 255 232 249 233 219

前年度比は、「店舗総合売上高」によるものです。
「店舗総合売上高」とは、店舗の総合的な販売力を表示するため、テナント売上高に、「PARCO劇場」
などの売上高・固定賃料テナントの売上高を加えたものです。

6.1％
7.3％

11.5％

13.6％

店舗データハイライト

店舗改装実績

アイテム別売上高構成比

福岡PARCO本館 増床部と名古屋PARCO midiの開業により全店計は増収。
最新のスタイル提案によるアイテム編集で好調の都心型店舗が売上を牽引。

（百万円）
2014年度 2015年度 前年度比

都心型店舗グループ 145,078 151,689 104.6％

札幌PARCO 11,891 12,415 104.4％

仙台PARCO 13,135 13,309 101.3％

池袋PARCO 28,256 27,296 96.6％

渋谷PARCO 14,666 15,336 104.6％

静岡PARCO 10,096 10,339 102.4％

名古屋PARCO 35,215 36,772 104.4％

広島PARCO 16,989 16,645 98.0％

福岡PARCO 14,827 19,573 132.0％

コミュニティ型店舗グループ 94,078 91,389 97.1％

宇都宮PARCO 4,478 4,311 96.3％

浦和PARCO 17,441 16,869 96.7％

新所沢PARCO 9,051 9,303 102.8％

千葉PARCO 5,718 5,157 90.2％

津田沼PARCO 8,811 8,526 96.8％

ひばりが丘PARCO 7,460 7,255 97.3％

吉祥寺PARCO 7,274 6,934 95.3％

調布PARCO 16,915 17,064 100.9％

松本PARCO 7,477 7,219 96.5％

大津PARCO 4,276 3,613 84.5％

熊本PARCO 5,173 5,135 99.3％

既存店計※2 237,532 235,979 99.3％

合計 239,157 243,079 101.6％

※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新館および本館 増床部、名古屋PARCO midiの値を除
いたものです。

店舗別売上高（テナント売上高および売上高前年度比※1）

2011年度

2015年度
6.3％

■ 衣料品計　 ■ 身回品計　 ■ 雑貨　 ■ 食品　 ■ 飲食　 ■ その他

40.8％ 16.8％

44.9％ 15.6％ 16.1％

15.4％

グループの事業概況
価値創造の成果

5.6％

売上高： 2,480億78百万円
営業利益： 115億49百万円

ショッピングセンター事業
2016年度テーマ
・札幌ZERO GATE、仙台PARCO2を開業し基盤強化
・PARCO各店では、コアターゲット拡大、コト消費、インバウンド需要対応
・関連事業・新規事業の推進による事業規模拡大
・独自の先行的ICT活用の推進
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　既存店舗事業では、引き続き「都心型店舗」「コミュニティ型店舗」の
2類型の発展に向け、業態革新を推進しました。改装については、 
消費者ニーズの変化への対応をテーマに、約40,000m2を改装し、 
改装ゾーンの売上高前期比は116.6％となりました。
　営業企画では、〈PARCOカード〉の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と「POCKET PARCO」の利用浸透お
よび同アプリを活用したマーケティング活動を連動させたCRM施策

を実施したことにより、顧客ロイヤリティの高いクラスS会員の売上 

拡大と新規入会会員の稼働率向上につながり、取扱高は前期比
103.0％と伸長しました。パルコミュージアムや各店のイベントスペース
では話題性の高い企画を実施し、動員企画合計で117万人（前期比
121.8％）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、免税ショップの拡大や外国人向けのメディアを活用した情報
発信などに取り組みました。

株式会社パルコ

Perfo
rm

a
n

ce

都心型旗鑑店舗周辺および未出店政令都市を中心に開発推進
　2015年度は、PARCO基幹店舗周辺エリアに3施設が開業しました。
2015年3月に福岡PARCO本館増床部と名古屋PARCO midi（ミディ）
が開業、2016年2月に札幌PARCOの南側に札幌ZERO GATEを 

開業しました。

2015年度の開業店舗

2016年度以降の開業店舗

福岡PARCO本館 増床部
天神エリア最大級のショッピングセンターとして都市生活の楽しみ方・過ごし方を追求、編集し、ライ
フスタイルを提案するコンフォータブルストア。

名古屋PARCO midi
エリアの賑わいとストリート、街歩きの活性化に向け、新たなコミュニティゾーンを創出するコンパクト型
新業態ビルディング。

札幌ZERO GATE
札幌の商業中心地大通地区に位置する札幌PARCOの南側に隣接し、多くの商業施設が立ち並ぶエリ
アで周辺の賑わいや回遊性の向上に貢献。

仙台PARCO2
東北の中枢都市である仙台中心部の駅前エリアに位置し、上層部には映画館を導入。仙台PARCOと
2館体制で、マーケットにおけるパルコの存在感を拡大。

広島ZERO GATE2
広島市内屈指の通行量を誇る商業エリアに位置する広島PARCOに隣接し、街の新たな魅力の創出に貢
献する商業施設を目指し開業予定。

京都ZERO GATE（仮称）
京都市における商業の中心地区である四条通に面し、大丸京都店の隣接地に開業予定。

松坂屋上野店・新南館内
パルコグループの総合力とJ. フロント リテイリングの営業資産を連動させた新しい商業施設の開発。

三宮ZERO GATE（仮称）
本物件は、旧居留地など多彩なエリアを有する関西屈指の商業地区である三宮に開業予定。

2015年3月19日開業

2015年3月27日開業

2016年2月26日開業

2016年7月1日開業

2016年秋開業予定

2017年春開業予定

2017年秋開業予定

　2016年度は、7月に仙台PARCO2が開業、2016年秋に広島ZERO 

GATE2の開業を予定しています。また、2017年春には京都ZERO 

GATE（仮称）、2017年秋に松坂屋上野店・新南館内に開業を予定、さ
らには三宮ZERO GATE（仮称）の出店を決定しています。

名古屋PARCO midi 仙台PARCO2

ご出店テナントさまからのメッセージ

開業日未定
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　この度は、弊社ヴィノスやまざき東北エリア
初出店であり、新業態「Got Wine？ Vinos 
Yamazaki」の第一号店を仙台PARCO2へ 
出店の機会を頂きまして、誠にありがとうござ
います。御社と知恵を絞り、力を合わせつくり
上げた新業態がお客さまに愛していただける
よう全力で取り組んでいきます。
　新業態ではワイン好きの方だけでなく、 
初めてのお客さまにも楽しんでいただける 
カジュアルで親しみやすい店舗を目指しました。
ワインを中心に本物の「食」とライフスタイルを
提案し、人生をより豊かに過ごすお手伝いを
させていただきます。
　復興への力強い歩みを続ける東北へワイン
を通じて多くの笑顔を届けられる店舗となるた
め、今後とも仙台PARCOの一員として励ん
でいきます。

札幌PARCO 地下2階
「ヴィノスやまざき」

株式会社ヴィノスやまざき
取締役社長

種本 祐子 様
たねもと ゆうこ



独自の先行的ICT活用
　2014年度から進めてきた先進的ICTの積極的活用により、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の効率化などに
おいて、大きく進化しました。特にパルコオリジナルアプリ「POCKET 

PARCO」の活用はお客さまニーズに対応するための情報分析に役立っ
ており、お客さまへのよりパーソナルなサービス提供（顧客→個客サー
ビス）につながっています。

パルコオリジナルスマートフォンアプリ「POCKET PARCO」の機能強化
AI（人工知能）導入によりレコメンド機能を強化し、ユーザーの好みに合わせた記事表示を実現

ユーザーの購買／来店履歴、クリップ（お気に入り登録）履歴、記事閲覧履歴を元に、AI（人工知能）がお客さまの好みを学習し、 
一人ひとりに合わせたオススメ情報を提供いたします。

ランク制度を刷新し、上位顧客へのサービスを拡充 
アプリに貯めたコイン（ポイント）は、PARCOで使えるご優待券に引き換えることができます。これまで、交換できるご優待券の上限
は、年間最大1,500円分でしたが、3月からランク制度を改訂し、年間最大3,000円分にサービスを拡充しました。

フィードのカスタマイズ機能を追加し、お客さま自身でフィードの編集が可能に
ショップブログの記事を表示するフィード画面をお客さまの好みに応じて、複数の種類をつくったり、編集することが可能となりま
した。これにより、世界で一つの自分好みにカスタマイズしたアプリをお楽しみいただくことが可能となりました。

1

2

3

カエルパルコを活用し、商圏エリアを越えたお客さまアプローチが実現
カエルパルコを活用し、地域限定グッズを全国に販売

SNSとカエルパルコを活用し、地域限定のオリジナルグッズを販売することで、全国のお客さまからご注文をいただき、ショップの
ファンを獲得しています。

海外向け購入代行支援サービスと連携し、海外からの受注も可能に 
海外向け購入代行サービスを活用し、PARCOにご来店いただいた海外からのお客さまに帰国後も利用することでパルコの商品の 
購入が可能になりました。

1

2

ICTを活用しショップスタッフの業務効率化をサポートし、ES（従業員満足度）の向上を推進

Webと店頭での接客技術を磨いているテナントスタッフの皆さまからのメッセージ

SUTEKI LABO（ステキラボ）
　ショップスタッフのためのE-ラーニングサイト「SUTEKI LABO」はスキマ時間を活用し、効率的に接客技術を学ぶことができる
サイトになっています。
　「POCKET PARCO」を活用し、PARCOでお買い物したお客さまに5段階の接客評価とご意見をいただく機能を導入。翌日
にテナントの皆さまにフィードバックをおこない、日々の改善点に活かしていただいています。

　今後はアプリにAI（人工知能）を導入し、情報発信の精度を高め、 
〈PARCOカード〉とアプリを連携させた個客リレーションの強化をおこな
います。また、ICTを活用することで、PARCOで働くショップスタッフ 

の方の業務効率化をサポートし、Webを通じた情報発信の強化をおこ
ない、24時間接客を実現します。
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　パルコのWebサービスとSNSを連動しての商品紹介や、店舗 
スタッフ対応により安心して通販を利用いただけるカエルパルコは、
在庫やお客さまの状況に応じて相互に活用し柔軟に対応できるため、
全国にお客さまができ自店にとって欠かせないツールになっています。
より早く店舗や商品を知っていただくことは、来店を促し実店舗の 
活性化へもつながるため、Webサービスに注力しているパルコのお客
さまへの企画や特典、スタッフ研修などに今後も期待しています。

　「如何に実店舗に足を運んでいただいて、さらに購入していただく
か」そのために自店舗においては、店内でのミニロールプレイングや
メリットピックアップをおこない、接客力の底上げを図っています。 
また集客力を上げるため、Webを活用し、ブログやインスタグラムな
ど毎週アップし、こちら側からお客さまに向けて情報発信をおこなって
います。内容に関してもお客さまの目に留まるようにインパクトのある
見出しや画像をアップして、まずは見てもらうことを心掛けています。

SHIPS
池袋PARCO店
店長

三村 庄衛 様 
み むら  しょうえ

journal standard Furniture
福岡PARCO店
スタッフ （Web担当）

山田 知佳 様
や ま だ ち か



生活者のライフスタイル変化へ対応したテーマ型改装を実施

インバウンド需要に対応したサービス強化

　2015年度の改装は、ライフスタイルの変化や多様化に対応するテナ
ント編集、インバウンド需要への対応、デジタルネイティブ世代の新た
なニーズへの対応をテーマに実施しました。

　独自のインバウンド施策として、SNSを活用した情報発信に
加え、訪日外国人が多く利用するWebサイトへの継続的な情報
発信の強化をおこなうとともに、海外商業施設との協業や海外
旅行博への出展など海外ネットワークを活かしたプロモーション
施策を実施しました。また、訪日外国人シェアの高いテナントを
導入するとともに、クールジャパンやアニメなど日本独自の新た
なコンテンツを提案しました。さらに、免税ショップ数の拡大や
訪日外国人向けWi-Fiサービスなどを導入するとともに、ショップ
から直接問い合わせができる多言語コールセンターサービスの
導入、訪日外国人の来日が多い季節には多言語対応できる 

インフォメーションスタッフの配置や多言語スマートフォンサイト
の充実などインフラ体制の整備を図りました。

2015年度の主な改装

名古屋PARCO
高感度なファッションと話題の飲食ショップを集積し
た名古屋PARCO midiの開業に並行して、名古屋
PARCO4館の回遊性・買い回りの向上を図るため、
東館1階をユニセックス／身回雑貨フロアに改装しま
した。また西館改装では、感度が高く、暮らしに心地
良さや上質さを求める方に向けたファッションや化粧
品アクセサリーなどを取り扱うショップを多数導入し
ました。

調布PARCO
客層の拡大に向け、1階エントランスフロアの大型 
リニューアルをおこない、3世代消費に対応した
ファッション、コスメ、ライフスタイル雑貨、飲食ショップ
などを導入したほか、隣接するパーキングビルの建替
えによる利便性の向上を図りました。

福岡PARCO
天神のコンフォータブルストアとしての進化をテーマ
に、本館増床部を開業したほか、新たな地下飲食
ゾーン「Oichica横丁」、マーケット初出店のインテリア・
雑貨ショップ、情報発信カフェなどを導入しました。
また、客層拡大をテーマにしたアニメカルチャーの 
編集ゾーン「福ポップ」や増加するインバウンド需要
に対応するため、身回品ショップなどの拡充をおこ
ないました。

　2016年度は、暮らしの上質化や新しいカルチャー、ライフスタイルへ
の対応などの、市場の成長テーマに合わせた店舗別の政策を推進する
ことで、マーケットポジションを強化します。

都心型店舗

コミュニティ型店舗

名古屋PARCO 西館1階
生活雑貨「BLUE by ROYAL COPENHAGEN
（ブルー バイ ロイヤルコペンハーゲン）」

福岡PARCO 本館1階
シューズ・スポーツウェア「W&E（ダブリュ & イー）」

調布PARCO 1階
ボディケア・コスメ・化粧品・雑貨「SABON（サボン）」

札幌PARCOでは旧正月の時期に
多言語化カウンターを設置

渋谷PARCOでは店頭で新たな着物のスタイリング
を提案するショーを実施

Perfo
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ご出店テナントさまからのメッセージ
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　この度、名古屋PARCO、池袋PARCOにて出
店させていただき、ありがとうございます。 
J’STUDIO EDITの開発プロセスとして、PARCO
の方 に々大変さまざまな意見をいただき感謝して
います。
　現状、アパレル業界におきましては、消費環境
の変化が著しく、シーンによってさまざまな提案
をおこなっていかなければニーズに対応し難い状
況と考えられます。
　そのような中、年齢軸のブランディングという
考えを排除し、シーンを明確にしたデイリーの提
案が必要不可欠だと感じています。
　J’STUDIO EDITは、オリジナルライン、セレクト
ライン、ドメスティックラインの融合をおこない、
事業をスタートし、PARCOというステージで 
デビューさせていただきました。大人女性の 
オン・オフのシーンを多様化するライフスタイル
に提案をしていきます。

株式会社ジャヴァ コーポレーション
執行役員

中村 泰彦 様
なかむら やすひこ

名古屋PARCO 西館2階
レディスファッション「J’STUDIO EDIT（ジェイストゥディオ エディット）」



店舗数 200店舗（うちPARCO57店舗）
「PARCO」外出店比率 71.5％

TiCTAC事業部　腕時計専門店 100店舗（うちPARCO18店舗）

アイウェア事業部　眼鏡専門店 32店舗（うちPARCO11店舗）

ローズマリー事業部　化粧品／化粧雑貨専門店 23店舗（うちPARCO15店舗）

コレクターズ事業部　メンズ雑貨専門店／
レディス雑貨専門店 40店舗（うちPARCO12店舗）

業態開発 5店舗（うちPARCO1店舗）

売上高： 214億73百万円
営業利益： 6億94百万円

専門店事業
2016年度テーマ
・新業態を含めた積極的な新規出店の推進
・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
・EC事業の強化による利益拡大

積極的な出店とインバウンド需要への対応が奏功し増収増益を達成
2016年度は新規出店や新業態の育成の継続とEC事業への注力で事業拡大
　株式会社ヌーヴ・エイは腕時計、眼鏡、化粧品、身回雑貨、業態開発の5事業で構成しており、200店舗体制（新規出店26店舗）とオンラインストア
の2つの販路で展開しています。新業態を含め新規出店した21店舗に事業譲受した5店舗の業績が好調に推移しました。また既存店の業績も 
順調に伸長し、売上高、営業利益ともに前期実績を上回りました。
　2016年度は、新業態を含めた積極的な新規出店を推進し19店舗を計画するほか、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図ります。

株式会社ヌーヴ・エイ

TiC TAC
　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。

POKER FACE
　「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。

Rirerecipe
　機能と安心が両立する手間隙のかかった手づくり石けんと、
天然素材にこだわった周辺雑貨のラインナップをそろえています。
人工的に熱を加えないコールドプロセス製法を採用し、約40日
かけて製造する無添加石けんのほか、化粧水、オイル、バスソルト
などの関連商品のほかに素材にこだわった周辺雑貨も取り扱っ
ています。徹底した品質管理は、年代、性別を問わずに素材に 
こだわりを持つお客さまに支持されています。

店舗数の推移
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高感度専門店として、「意思あるスタイル」を
求めるお客さまの期待に応える
　私たちは「ファッションパーツのセレクトショップ」を基本コンセプ
トとした専門店の開発、運営をおこなっており、ファッションを自己
表現の手段として大切に思う人に、真に自分の感性・個性にあった
ファッションパーツを見つける楽しみを提供し、時代の感性を捉え
た卓越したマーチャンダイジングを常に展開することにより、顧客
のライフスタイルの充実に貢献したいと考えています。

代表取締役社長

阿部 了 
あ べ さ と る



サービス業務

売上高： 199億69百万円
営業利益： 4億33百万円

総合空間事業

専門店内装工事および電気工事の受注などにより増収増益
2016年度は全方位的営業拡大と、選択と集中による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、専門店内装工事および電気工事の受注増加や新規ビルマネジメント事業での管理物件の受託などにより、
売上高、営業利益ともに前期実績を上回りました。
　2016年度は、多面的な営業展開により顧客ベースを掘起し最適な提案と折衝による新規開拓を継続するとともに、ホテル事業では客室清掃
をベースとした周辺業務の複合受注による収益基盤の強化を図ります。

株式会社パルコスペースシステムズ

2016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

・原価の見直しをおこない利益向上を図る

Perfo
rm
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内装・電気工事
　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
　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。

ディスプレイ・VMD
　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。

内装工事

照明・LED・省エネ

警備

清掃

広告ビジュアル

電気工事

設備管理

インフォメーション

ハウスキーピング

ディスプレイ・VMD
（ビジュアル

マーチャンダイジング）

内装監理

安全管理

パーキング

バンケット

インテリアデザイン
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　パルコスペースシステムズは、日本の商業施設を牽引するパルコ
グループの一員として空間を創造するスペースプロダクトと、その
空間を安全・快適に維持管理するビルマネジメントを基軸に、40年
以上にわたり総合空間事業に携わってきました。
　長年の歳月のなかで蓄積されたノウハウと豊富なリソースを組み
合わせ、有機的にマネジメントすることで、開発サポート、空間演出
プロデュース、開業後のオペレーションなど、空間事業のすべての
フェーズにおいて、お客さまの最良のパートナーとなり、価値ある 
ソリューションを提供します。

代表取締役社長

今枝 立視 
いまえだ　 たつ み



売上高：  68億50百万円　　営業利益： 1億32百万円
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・シティ）

2016年度テーマ
・PARCO劇場クライマックス・ステージと銘打った話題作の上演や外部公演の強化
・情報発信カフェのPARCO内外への展開拡大
・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

2016年度テーマ
・ショッピングセンターのICT活用をサポートするサービス「SCコンシェルジュ®」の外部商業施設への提供強化
による利益拡大を図る

　株式会社パルコのエンタテインメント事業は、演劇で中谷美紀・神野三鈴共演『メアリー・ 
ステュアート』、佐々木蔵之介主演『マクベス』などの翻訳作品や、三上博史主演『タンゴ・冬の 
終わりに』などを上演し、好評を博しました。情報発信カフェも好調に推移し、売上・動員の 
増加に寄与しました。
　2016年度は、渋谷PARCOの一時休業に伴い、演劇ではPARCO劇場クライマックス・ステージ
と銘打った話題作の上演や外部公演の強化を予定しているほか、情報発信カフェにおいても
PARCO内外への展開拡大、映像では海外エージェントとの連携を活用し、渡辺謙とマシュー・ 
マコノヒーが初共演を果たす『追憶の森』（2016年4月公開）の買付など、新たなコンテンツ開発
をおこない、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を拡大していきます。

　株式会社パルコ・シティは、Webコンサルティング事業において、ショッピングセンターインフォ
メーション業務を多言語でサポートする感情認識ヒューマノイドロボット「Pepper（ペッパー）」向
けアプリの企画・開発やWebサイト制作などの受注増により、売上高、営業利益ともに前期 
実績を上回りました。
　2016年度も、新しい販促スタイル“Web接客”を力強く推し進められる「SCコンシェルジュ®」
「カエルブログ®」を軸に業務効率化、マーケティングなど商業施設を成功に導くICT活用サービス
を提供していきます。

株式会社パルコのエンタテインメント

株式会社パルコ・シティ

『タンゴ・冬の終わりに』
（演出：行定勲／主演：三上博史）

『追憶の森（原題：The Sea of Trees）』
©2015 Grand Experiment, LLC.

ショップスタッフ向けWeb更新講座
企業の公式サイトは、施設運営スタッフによる情報発信のみ
ならずお客さまとのコミュニケーションツールへと役割が
変わってきています。これまでに蓄積した、数多くのサイト
構築／運用のノウハウ・経験を活かしたショップスタッフ向
けWeb更新講座をおこなっており、基本的な管理画面の使
い方から、読まれやすい記事の書き方、クオリティの高い写
真の撮り方まで、きめ細やかな指導をおこなっています。

SCコンシェルジュ®として －SCではたらく全てのヒトに貢献したい－
　当社は全国の商業施設や専門店の皆さまのICT活用をお手伝いしています。
　PARCOでの先進的なICT技術に実証的に取り組むことで、私たちには「実際に成果を 
生み出すICT活用」のノウハウを蓄積し続けています。
　ICTを活用し、販売スタッフが積極的に取り組む情報発信や現場の接客力・ホスピタリティ
を活かしたEコマースのサポートを全国の商業施設でおこなっています。
　ICT技術を難解な異物としてではなく、リアル商業を盛り上げるツールとして活用しやすく
することに、私たちはこれからも取り組んでいきます。

代表取締役社長

川瀬 賢二 
か わ せ け ん じ
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2015年度　表彰・受賞一覧

Perfo
rm

a
n

ce

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）」

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”」
パルコ直営のネオビストロ
「& éclé（アンドエクレ）」

　2016年冬にはAmara Hotel Properties Pte 
Ltd （アマラ ホテル プロパティーズ）と、シンガ
ポール タンジョン・パガーの商業施設「100 AM
（ハンドレッドエム）」へ、日系レストラン集積ゾーン
のプロデュース事業「 itadakimasu by PARCO」
を開業する予定です。
　「 itadakimasu」は2010年～2014年にパルコ
シンガポール社が手掛けた商業施設「PARCO 
Marina Bay」 にて展開した日系飲食店を中心に
編集したレストランゾーンです。
　「日系飲食企業を中心とした構成であること」
「味・サービスともに“日本での飲食経験”と同レ
ベルの経験ができること」「適切な価格でお料理
を提供すること」の3つのポリシーを軸に、パルコ
独自の視点でセレクト・編集したレストランゾー
ンを展開し、在シンガポールの日本人だけでは
なく、 ローカル客、在シンガポール外国人の皆さ
まに広く支持されました。
　今後は「 itadakimasu」をパルコの海外事業の
一つの切口として、シンガポールおよび周辺 
各国の商業施設・オフィスビル・ホテルなどの 
飲食店ゾーンへの出店に取り組んでいきます。

　2015年7月に食の分野における都市生活者
へのライフスタイル提案として、パルコ直営の
飲食店舗「& éclé」を青山に開業しました。
　& écléはアクセシブルなラグジュアリーを 
テーマに、マンダリンオリエンタル東京にある 
ミシュランガイド1ツ星レストラン・シグネチャーの
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。
　ガストロノミー（高級フレンチ）の世界でキャリア
を築いてきたオリヴィエ氏の料理の特徴は、 
素材の味を引き出す高い技術でオリヴィエ氏自
らが厨房に立ち、ミシュランクオリティの料理を、
ビストロの価格帯で提供しています。
　なかでも象徴的なメニューが、オリジナルジャ
ンル「クーリシャス」。旬の野菜を使ったフレンチ
独特のソース「クーリ」と日本人になじみの深い 
さまざまな種類のライス & シリアルをブレンド
したヘルシー & 新感覚のメニューです。

　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。
　今後もWebとリアル（＝PARCO店舗）を融合
させることで、顧客との接点を増やし、新しい
挑戦をおこなう組織や個人を応援します。
　これまでにファッションとテクノロジーを掛け
合わせた商品開発をおこなう海外に拠点を置く
事業主による国内1号店の出店や、動員企画と
連動したアートイベントの実施などPARCOの
場所を活用したパルコならではのサポートをお
こなっているほか、ファッションの分野では 
国内注目の若手デザイナーの海外進出支援や
アトリエを立ち上げたり、街づくりとして地方の
課題を解決するアイデアの支援などをおこなっ
ています。

シューズメーカー「ROOY（ルーイ）」
渋谷PARCO PART1 地下1階
クラウドソーシングを活用したIT×シューズメーカー「ROOY」
の日本進出プロジェクトは開始直後に目標を達成し、渋谷
PARCOで1号店を立ち上げ順調に事業拡大をしています。

オリヴィエ ロドリゲス氏は
フレンチで培ったテクニック
を柱に、南仏出身のシェフ
ならではのライトなテイスト
で、味、香り、食感、色彩
を1皿ごとに調和させる
アーティスティックな技術
と感性が各方面から高い
評価を受けており、日本
の食材にも造詣が深く、 
日本とフランスの旬の食
材を組み合わせることで
も有名です。

イメージパース

パルコグループの新たな取り組み

パルコプロデュース公演 第18回千田是也賞 行定勲氏「タンゴ・冬の終わりに」他
第23回読売演劇大賞 杉村春子賞 高畑充希氏「いやおうなしに」他

WOWOW勝手に演劇大賞 2015年作品賞ミュージカル部門「いやおうなしに」

当社買付作品「追憶の森（原題：The Sea of Trees）」 カンヌ国際映画祭のコンペティションに正式出品

2014AW‐2015SSのパルコのシーズン広告
（ポスター・CF他）

クリエイティブディレクターM／M（Paris）とフォトグラファーViviane Sassenが
2015ADC賞を受賞

朝日広告賞 準朝日広告賞 
パルコ「シーズンキャンペーン Lily, from Solstice to Solstice.」

パルコのデジタルマーケティング（「カエルパルコ」
「ポケットパルコ」などの取組）

第3回「CNET Japan CMO Award」

商業施設「福岡ＰＡＲＣＯ」 第17回全国有力テナントが選んだディベロッパー（商業施設）大賞　イノベート賞受賞

パルコグループ企業ホームページ 日興アイ・アール株式会社による「2015年全上場企業ホームページ充実度ランキング調査」
総合ランキング最優秀賞、業種別ランキングでは優秀賞を受賞

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企業サイトを評価する「インター
ネットIR表彰」優良賞を受賞

ペットボトルキャップ回収 ペットボトルキャップ回収貢献店舗に対し、NPO法人Reライフスタイルより感謝状

ＥＡＴ & ＳＭＩＬＥ　ＡＣＴＩＯＮ チャリティメニューを販売した店舗に対し、NPO法人TABLE FOR TWO International
より感謝状

2014AW‐2015SSの
パルコのシーズン広告

「いやおうなしに」

　都市生活者のライフスタイルへのさらなる「喜び」と「感動」を提供するために、店舗事業や開発事業に続く「第三の収益の柱」を実現すべく、 
これまでに培った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。

「追憶の森（原題： 
The Sea of Trees）」
©2015 Grand 
Experiment, LLC.
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井上 肇（以下、I）：パルコは、2011年より「原
点進化」というスローガンを掲げています。
パルコの原点とは何か。「インキュベーション」
「街づくり」「情報発信」という大きな3つの柱
が、パルコの根元に脈々と受け継がれてい
て、それを今の時代に合わせて進化させよ
うというのが「原点進化」の考え方です。
箭内 道彦（以下、Y）：やっぱりパルコは独
特ですよね。たぶんその3つをブランディ

　パルコの原点を築いてきた渋谷PARCOの次の進化に向けて、これまで数々の 

パルコの広告を手がけてくださっているクリエイティブディレクター箭内 道彦さん
とエンタテインメント事業部担当井上執行役にパルコのブランドプロデュースについ
てお話いただきました。

ングの柱に置いている企業はどこを探して
もないような気がします。ややもすると、
投資に見合うリターンが返ってこないかも
しれない。僕から見ると、そのくらい遠い
未来にボールを投げている行為に見えます。
普通はもっと目に見える結果を求めがちだ
し、そういう姿勢とはやはり一線を画してい
ますよね。
　でも、その3つがもたらしてくれる大きな

ものを、ちゃんと知っているし経験してきた
し、そして時代が変わっても三本柱を拠り
所に、揺るぎない自分たちでいようとして
いる姿に敬意を抱きます。

ひとりで「街づくり」はできない
I：渋谷PARCOがオープンした後、「人の流
れが変わった」と言ってもらえるようになっ
たことが、パルコにとって大きかったと思い

　パルコは創業から現在まで、ファッションのみならず、
音楽、アート、演劇など、さまざまなカルチャーを積極
的に紹介し、新しい才能の発見と、自信を持って未来
を切り開いていく才能のある人たちを応援してきました。
　2010年にスタートしたコーポレートメッセージ「LOVE 

HUMAN.」の想いを引き継ぎ、才能を発掘・応援する
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
「SPECIAL IN YOU.」をスタートしました。 　女性クリエイターたちへ渋谷PARCOを表現の場として提供

し、アート、音楽、映像、パフォーマンスなどさまざまなイベント
をおこなう「シブカル祭。2015」は5年目を迎えることができま
した。シブカル祭でつながったクリエイター同士のネットワーク
は新たな挑戦を生み出し、2015年6月には、「SHIBUKARU 

MATSURI goes to BANGKOK」と題し、タイ・バンコクでイベン
トを開催し、現地のクリエイター達と文化交流をおこないました。

コーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」 「シブカル祭。」をタイ・バンコクで展開

www.parco.co.jp/specialinyou/

2016年春の広告では世界のクリエイティブシーンの頂点に
君臨し続けるイギリスのアーティスト集団「Tomato」と 
エレクトロニックミュージックグループ「Underworld」がチャ
レンジを続ける多くの人々へ熱いメッセージを送っています。

パルコのインキュベーション

対談写真

パルコのブランドプロデュース
価値創造の成果
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ます。街路灯に「VIA PARCO＝公園通り」と
掲げたり、赤い電話ボックスを設置したり、
そういうひとつひとつが「街づくり」でした。
Y：公共の名称を新しくできた商業施設が
変えたというのは、実はすごいことです
よね。パルコを公園と日本語にすり替え
てはいますが、パルコ通りということで
すから。
　外の立場からパルコを見ると、やっぱり渋
谷だったら渋谷の街をブランディングしてい
たんだと思います。街に影響を与えながら、
街の変化をパルコが吸収していましたよね。
パルコ自身のブランディングと、渋谷の街が
新しく面白くなっていくということが、しっ
かりつながっていた。
I：自分たちだけでは「街づくり」はできない
というのがパルコの考え方。例えば渋谷な
ら、PARCO劇場を続けていくうちに東急文
化村ができ、またシネクイントの後を追うよ
うにたくさんのミニシアターができた。
CLUB QUATTROをはじめ、たくさんの 

ライブハウスもあり、演劇に映画に音楽と、
渋谷の街全体にカルチャーの空気が漂うよ
うになっていきました。競合相手が増える
という側面もありますが、パルコ単独じゃな

くて、ほかの人たちも一緒にやってくことで、
その街の文化活動が底上げされて面白くなっ
ていく。それを歓迎している部分があった
と思います。

エンタテインメントと「情報発信」
I：パルコは元来「場」をつくってきた会社で
す。だから、エンタテインメント事業の核と
なるのはライブ感。その場所に行くからこ
そ楽しめるものをつくるというのが、パルコ
がつくるエンタテインメントの特徴だと思い
ます。例えば、PARCO劇場という「場」には、
コメディもシリアスも落語もあり、それを40

年間続けてきたことで、やっと「PARCO 

劇場らしい演目だね」って言ってもらえるよ
うになってきた。音楽にしても映画にしても、 
パルコとしてそういう「場」を持ち続けたい
という思いがありますね。
Y：多くの人は「場の中身」をつくることに興
味がいくと思うんです。でもそうじゃなくて
空っぽの器をつくり、あらゆるものを受け入
れて、その中で何か新しいものが生まれる。
その、器であればいいと腹を決めている姿勢
が、パルコのオリジナリティなのだと思います。
I：「場」をつくり、そこで生まれたあらゆるも

のが、パルコのブランディングに貢献してく
れているんだと思います。広告として発信
することだけが「情報発信」ではなくて、 

パルコの中にあるショップやそこに置かれ
ている商品のひとつひとつ、そしてPARCO

劇場や渋谷CLUB QUATTRO、シネクイント
などを通じて提供してきたエンタテインメント、
それらが重なりあって、なんとなく “パルコ
らしさ”につながっています。

時代ごとの「インキュベーション」
I：柱のひとつの「インキュベーション」は、特
に昔から力を入れている部分で、例えば若
いファッションブランドがパルコにテナント
出店して人気を集めて店が増えていったり、
新人俳優や演出家がPARCO劇場を通じて
大きくなっていったりと、たくさんの事例が
あります。パルコを舞台に、新しい人が新し
いものをつくっていく。それがパルコらしさ
だと思っています。
Y：僕は大学浪人時代に、初めてパルコに出
会っているのですが、それがパルコの主催
したアートの公募展「日本グラフィック展」で
した。日比野克彦さんやタナカノリユキさん
らが「日本グラフィック展」でデビューしてい

　数々の実験的な取り組みをおこない、ファッションの楽しさを伝える日本の 
若手デザイナー「東京ニューエイジ」の東京コレクションでのファッションショー 
実現の支援をおこないました。
　また、事業成長支援として渋谷PARCOで期間限定ショップをおこない、お客
さまとのコミュニケーションを通じてクリエイティブやビジネスを学ぶ機会を提供
しました。

　「Asia Fashion Collection -Global Incubation Project」はアジアの若手
ファッションデザイナーを発掘し応援するプロジェクトです。ニューヨークコレク
ションでのランウェイデビューをかけたショー形式のコンペティションでデザイナー
を選出し、事業成長の機会を提供しています。

 これまでに3回実施し、コレクションデビューを果たしたデザイナーの次なる
支援としてパルコのクラウドファンディング「BOOSTER」を活用し、若手デザイ
ナーたちの共同アトリエを立ち上げることができました。

東京ニューエイジファッションショー支援 Asia Fashion Collection（アジア ファッション コレクション）
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価値創造の成果
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PROFILE 　箭内 道彦
クリエイティブディレクター。1964年福島県生まれ。博報堂を経て、2003年『風とロック』
を設立。パルコ「SPECIAL IN YOU.」「LOVE HUMAN.」「Last Dance_」、タワー
レコード｢NO MUSIC, NO LIFE.｣、リクルート「ゼクシィ｣ほか数々の広告を手がける。
東京藝術大学美術学部デザイン科准教授、「渋谷のラジオ（FM87.6MHz）」理事長、 
「月刊 風とロック」発行人・編集長、福島県クリエイティブディレクター、2011年紅白
歌合戦に出場した猪苗代湖ズのギタリストでもある。

箭内氏がパルコで初めて手がけた広告　
広島PARCO新館開業ポスター
「MOTTO PARCO」（1994年）

震災直後仙台PARCOで働くスタッフとともに
制作したポスター「LOVE HUMAN.」（2011年）

れで生まれたのが「シブカル祭。」だったん
です。若い才能を発掘して世に紹介すると
いう考え方は共通していますが、パルコと
いう冠のもと、賞を与えるという形式は今
の時代に相応しくないな、と。
Y：若い人の気質が変わりましたよね。コン
ペに対してギラギラするのではなく、もっと
フラットにつながったりコラボレーションし
たりすることを求める世代。そこをきちんと
パルコが見極めたということだと思います。

た時代です。入選アーティストが、広告に起
用され、それが次の仕事につながり、展覧
会を開く。今思えば「インキュベーション」の
現場を目の当たりにしていましたね。
I：パルコの公募展は名前を変えながら続い
ていって、後 “々アートの甲子園”なんて呼
ばれるようになるけど、当時から地下の 

駐車場に何千人の若いアーティストたちが
作品を持ち込んでいました。
Y：そうそう。風呂敷だったりパネルバッグ
だったり、作品を持った若い人が公園通りに

ぞろぞろしてるんですよ。ただ、それで渋谷
PARCOの売上が上がったかというと（まあ
多少は上がったとは思うんですけど）、そう
じゃない。公募展をきっかけにスターダムに
乗った人だったり、応募した人やその列を見
ていた人の記憶だったりとか、何十年経っ
た後に有形無形の財産になっていくのが 

「インキュベーション」ということですよね。
I：10年代になって、「インキュベーション」と
して具体的に何をしようかと考えたとき、か
つてのような公募展じゃ駄目だと思った。そ

劇場 www.parco-play.com 映像 www.cinequinto.com

パルコのエンタテインメント

パルコ・プロデュース  

『母と惑星について、 
および自転する女たちの記録』
公演日程：2016年7月7日 （木）～2016年7月31日 （日） 
会場：PARCO劇場

作 蓬莱竜太
演出 栗山民也
出演 志田未来、鈴木 杏、

田畑智子 ・ 斉藤由貴
　奔放に生き、突然この世を去った母。
三姉妹は母親の遺伝子を受け継いでい
ることに無意識の恐れを抱いている。母
から娘へ、受け継ぐものと拒むもの。古
い自分と決別し、新たなスタートを切ろ
うとする三姉妹を通して、人生を選択し
生きていくことの難しさや尊さを描き出
します。

パルコ権利事業 『ミュージアム』
2016年秋 全国ロードショー 

主演：小栗旬
原作：巴亮介『ミュージアム』
（講談社「ヤングマガジン」刊）

監督：大友啓史「龍馬伝」
「るろうに剣心」シリーズ

脚本：高橋泉 藤井清美 大友啓史

　雨の日に起きる連続猟奇殺人事件の犯行現場に残された謎のメモ、そ
して見つけられることを前提としたかのような死体。犯人はカエルのマ
スクを被った通称・カエル男。事件の関連性に気付いた沢村刑事（小栗
旬）が捜査を進めると、浮かび上がって来たカエル男の次のターゲット
…。犯人を追うはずの沢村が、逆に絶望的な状況に追い詰められて行
く。果たしてカエル男の真の目的とは…？ 
　小栗旬と『るろうに剣心』シリーズの大ヒットメーカー大友啓史監督が
仕掛ける骨太なスリラーエンタテインメント！

©巴亮介／講談社 ©2016映画「ミュー
ジアム」製作委員会

　パルコのエンタテインメント事業は演劇
や、音楽、アートの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
の提案をおこなっています。
　魅力あふれるさまざまなコンテンツを 
劇場、音楽、映画、出版のほか、作品の
DVD・書籍化、コラボレーションカフェの
実施など分野の枠を超えたマルチ展開もく
わえて、感動・発見のあるライブエンタテイ
ンメントの提供をおこなっています。
　近年はPARCOの文化施設での展開か
ら外部公演やイベントの積極的な参加を通
じ、パルコがプロデュースする質の高い情
報発信を国内外でおこなっています。

「Last Dance_」の詳細についてはWebサイトをご参照ください。
shibuya.parco.jp/lastdance_/
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時代に合った広告表現
I：箭内さんにはコーポレートキャンペーンを
ずっとお願いしていて、2011年、震災の年
につくった「LOVE HUMAN.」のポスターも 

箭内さんにつくっていただきました。
Y：震災後すぐに現地に入り、仙台PARCO

で働くみんなと館の前で撮ったこの広告は、
たぶん僕にとってもパルコにとっても、ター
ニングポイントになった作品じゃないかなと
思っています。このとき、「日本は大丈夫だ、
頑張ろう」と呼びかけるような広告をつくれ
たことは自分にとって大きな意味を持つこと
だったし、一方パルコにとっても舵取りが変
わる瞬間の作品になったと思います。広告
だけじゃなくて、もっと上のレベルでパルコ
のあり方、つまり「原点進化」を掲げていくこ
との決意表明のような思いを感じました。
I：確かに、あのとき何か吹っ切れた感じはあ
りました。かっこいい写真にかっこいい言葉
でつくられていた昔のパルコの広告とはま
た違う、新しいパルコの表現が生まれてき
たと思った。
Y：かつての姿とはまた違う、時代に合った
尖り方をパルコが選択したということです
よね。

広告と「インキュベーション」
Y：パルコは広告の分野でも「インキュベー
ション」をしてきた会社だと思うんです。も
ちろん僕も、育ててもらったうちのひとり。
昔、勝手に「パルコさん、こんなCMをつくっ
たらどうでしょう」という映像をつくって、宣
伝部長宛に手紙をそえてVHSテープを送り
つけたことがあったんです。そしたらすぐ
に電話がかかってきて、「ものすごく感動し
ています」と言っていただいて……、その数
年後にその方から連絡をもらい、正式に仕
事を担当させてもらうことになりました。お
そらく、こんなふうに、たくさんのクリエイ
ターがパルコに育ててもらってきたんだと
思います。
I：そんなことがあったんですか（笑）。
Y：初めてパルコの広告を担当したときはま
だ博報堂に在籍していたのですが、当時の
宣伝部長さんが「うちの仕事をすると、みん
な独立するから」って、断言されていた。次
のステージに上がるターニングポイントにな
るような仕事をパルコはクリエイターに提供
し続けていて、そしてそれを宣伝部長がはっ
きり自覚していたというのが印象的でした。
I：箭内さんには現在進行系で、渋谷PARCO

音楽 出版 コンテンツ開発www.club-quattro.com www.parco-publishing.jp

奥山由之写真集
『BACON ICE CREAM』

240 頁 ／ H257×W190 
mm ／ 定価2,800円＋税 
／ PARCO出版

渋谷CLUB QUATTROでのライブの様子

名古屋PARCO 西館8階
2016年5月12（木）～2016年7月11日（月）
「カナヘイのゆるっとカフェ」

CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）
　CLUB QUATTROは良質なライブミュージックをジャンルや洋邦にこ
だわらず提供しています。また、国内外を問わず新人アーティストの登竜
門としても名高く、CLUB QUATTROがいち早く紹介して、後により大
きなステージにステップアップしていったアーティストも数多くいます。

奥山由之写真集 

『BACON ICE CREAM』
　独特の表現方法によって、近年の写真界を牽引する存在と
して注目を集める奥山由之。 
　詩的かつ映像的である作品は、観る者の記憶を揺さぶり、
奥深い想像の世界へと誘います。

　写真集の出版のほか
にもパルコミュージアム
では彼が5年間に渡って
したためてきた本写真集
と連動した、初の大型写
真展を開催しました。

THE GUEST cafe & dinner
渋谷PARCO、名古屋PARCO、福岡PARCO、
心斎橋161

　人気キャラクターを中心にフードメニューに再現したかわいら
しい商品を提供するコラボレーションカフェを展開しています。
2016年春には国内で培ったノウハウを活かし、シンガポールで
も海外で人気の高い日本のキャラクターを起用したコラボレー
ションカフェを展開しご好評いただいています。

Perfo
rm

a
n

ce

の一時休業キャンペーン「Last Dance_」も
担当いただいています。
Y：アートディレクターの井上嗣也さんを中
心に「Last Dance_」の広告をつくっていて、
渋谷PARCOの区切りとなる儀式をみんな
で準備しているような、ちょっと不思議な感
覚を覚えました。パルコに育ててもらった人
たちが集まってきて、一生懸命にご飯の用
意をしたり受付をしたり花を飾ったりと、み
んなで渋谷PARCOに感謝と敬意を表しな
がら。「どこかで恩返ししたい、見出しても
らったことをパルコが誇れる生き方をした
い」。パルコに「インキュベーション」をしても
らった側は、みんなそんな気持ちをどこか
に持っているはずだと思います。
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在宅ワークの支援 
モバイルワーク活用に向けたシステム説明会
育児などの事由で時間に制約がある社員に向けて、在宅ワー
クにむけた事務所環境と連動できるシステムの提供や勤務時
間の効率的な活用の促進をおこなっています。

異業種合同企画 
仕事と子育ての両立を目指す女性向け座談会
仕事と女性のキャリア育成や、ワークライフバランスについて
考える異業種合同企画などにも積極的に参加し情報共有をお
こなっています。

女性社員のキャリア意識向上に向けた取り組み

働きやすい環境の整備

　パルコグループは、CSR活動の定義を経営理念である「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」の具現化であると考え、「次世代の人材」「文化」「地域」「環境」の4つを重点テーマと設定
し、さまざまな活動に取り組んでいます。また、「女性活躍推進」や「安心・安全への取り組み」をはじめCSR基本活動も積極的におこ
なっており、「お客さま」「ご出店テナント」をはじめ、「従業員」「株主／投資家」「地域／社会」「地権者」「お取引先」の7つのステーク 

ホルダーの皆さまから共感を得、支持されることにより企業価値の向上を目指しています。

ダイバーシティ経営を推進
　パルコグループは、事業基盤をより堅固なものとし、企業の発展につなげるためにダイバー
シティ経営を推進しています。ダイバーシティ推進委員会では、多様な価値を認め合い、
すべての社員が持てる能力を発揮し成長する機会を実感できる社風の醸成に取り組んで
います。中でも、女性の活躍を推進することは重要な課題と捉え、キャリア研修、マネジメ
ント研修、ワークライフマネジメントの社内浸透を図り、「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」（通称「女性活躍推進法」）への対応にも取り組んでいます。また、 

「労働時間の短縮＝有給休暇の取得推進」と「女性管理職比率の向上」に向けて、休暇取得
促進策の実施、女性管理職候補者の育成や若手女性社員へのキャリア意識向上の機会 

提供、時間制約のある社員が働きやすく活躍できる環境の整備などをおこなっています。

（1）計画期間
2016年4月1日～2021年2月28日

（2）数値目標と取組目標
【1】 2020年度：年間の有給休暇取得日数平均10日（2015年2月時点 5日）
＜具体的取組目標＞
・年2回8日以上の連続休暇取得を促進
・フレックスタイム制の全社導入、モバイルワークの拡大、ノー残業デイの継続実施により 
働く時間を効率化

【2】 2020年3月：管理職に占める女性比率20％以上（2015年3月時点 11.1％）
＜具体的取組目標＞
・女性管理職候補者を選抜し育成をおこなう。
・若手女性社員に対しキャリア意識向上につながる機会を積極的に提供
・時間制約のある社員の働く機会の拡大

パルコグループのCSR
価値創造の成果

パルコグループの企業価値向上プロセス

女性活躍推進法に基づく行動計画
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CSRに関する詳細な取り組みについては、Webサイトをご参照ください。 www.parco.co.jp/csr/

人材価値の向上
業務価値の向上

顧客価値の向上
財務価値の向上
株主価値の向上
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結果として当社が得るもの
1. 企業価値の向上

2. ブランド価値の向上



第三者機関による衛生検査の様子

消火栓訓練の様子

消防訓練の様子

名古屋PARCO　地下水ろ過システム

名古屋PARCO　LED化した店内共有通路

安心・安全のへの取り組み
　パルコでは地域の皆さまが集う拠点として、来店されるお客さまの安心・安全を守るため、
さまざまな対応を図っています。

1.「生活の安心・安全」への取り組み
　PARCOに出店している飲食店、食料品店は、それぞれ厳重な衛生管理をおこなっています。
さらにパルコでは、独自に衛生検査を定期的におこない、厨房の衛生状態や食品・食材の保管
状況を点検しています。また、レストランメニューの適正表示、原材料やアレルギー物質、消費期
限などの表示についても、随時確認をしています。

2.「売場の安心・安全」への取り組み
　PARCOの売場にあるショーウィンドウなど多数のガラス面には万が一に備えて「飛散防止 

フィルム」が貼られています。大型陳列棚には転倒防止措置が施されています。
　また、防災活動には専門のスタッフがおり、日々訓練をおこなっています。各地の消防署主催の
「消防技術研修会」にも積極的に参加しており、良好な成績をおさめています。また売場ショップ 

スタッフに対しても、的確な初期消火ができるよう消火器の使用法などを教育しています。緊急
時には迅速な対応ができるよう、ショップから防災センターへの通報システムも完備しています。
　さらに、迷惑行為者の事例共有などのため、防犯講習会を定期的に開催し、防犯活動にも 

積極的に取り組んでいます。

3.「生命の安心・安全」への取り組み
　お客さまの怪我や急な発病に備え、PARCOの警備員やメンテナンススタッフは、全員が消防
署による「救急救命講習」を受講しています。またAED（自動体外式除細動器）も全店に配備し
ており、操作訓練も受けています。

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。また実際に大規模災害が発生した場合に速やかに対応できるよう毎年BCP訓練
を実施しています。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。
　名古屋PARCOでは、自然災害時における水の供給対策を目的として、地下水のろ過
システムを導入しました。精製された地下水は、館内における飲料水や施設設備に利用さ
れています。

環境への取り組み
　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、地球環境とのかか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。商業施設の使用エネ
ルギーの大半を占める電気使用量については、空調機・昇降機・照明器具など各種設備
機器の省電力化に努め、さらに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。

Perfo
rm

a
n

ce

  PARCO CO., LTD.  Annual Report 2016 45



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

CSRマネジメント体制

業務執行・経営の監視の仕組み

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、IT推進室、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 
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。

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、
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。

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。

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。

コーポレート・ガバナンス
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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。

 は選任、報告、指示、監査、決定など

株主総会

連携

内部監査

取締役会―2015年度 14回開催
取締役会は、経営の基本方針に関する
意思決定、取締役および執行役の職務
執行の監督をおこないます。2016年度
の取締役会は8名の取締役（男性7名・
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、
毎月1回定期開催するほか、必要に応じ
て機動的に臨時開催しています。

代表執行役社長

各執行役
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15名（男性13
名・女性2名）で構成しています。

各部門

経営の監督

経営の執行

経営監督

指名委員会―2015年度 8回開催
（5名（男性3名・女性2名）、うち社外取締役4名（独立役員））

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
決定、取締役会に対する代表執行役、執行役候補者の推
薦、解任提案をする権限を有します。

監査委員会―2015年度 13回開催
（4名（男性2名・女性2名）すべて社外取締役（独立役員））

取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解
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。

報酬委員会―2015年度 4回開催
（5名（男性3名・女性2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。

経営会議
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。

CSRへの取り組みを統括

グループ監査室
内部監査部門として、専任の
執行役のもとグループ監査室
（10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。

2015年度 社外取締役出席状況
大河原 愛子 14回中14回

高橋 廣司 14回中14回

小林 泰行 14回中14回

伊藤 友則 14回中12回

藤野 晴由 14回中14回

中村 紀子 14回中12回
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　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。
　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。

　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
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。

監査委員会議長

指名委員会議長

報酬委員会議長

　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。
　2015年6月のコーポレートガバナンス・コードの制定に伴い、日本の上場企業のコーポレート・ガバナ
ンスは大きく変容してきました。その中でも最も重要な事項の一つが、より客観的な視点を取り入れた
代表執行役の評価およびその後継者の育成・指名です。昨今、多くの会社で指名委員会の役割が注目
されていますが、長期的な視点に立った株主価値の創造に貢献できるよう指名委員会を運営していく 

所存です。

中
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社外取締役（独立役員）
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社外取締役（独立役員）
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藤 友
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社外取締役（独立役員）

委員会議長メッセージ
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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。

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
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
中長期的な企業価値の向上を目指していきます。

2016年に当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定め

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

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。

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。
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基本原則

2

基本原則

1

私たちの対応

私たちの対応

ました。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、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。

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。

当事者間の取引の適正性について管理する体制を構築します。当社
と取締役・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、取締役会の承認を得るものとしています。

資本政策の基本的な方針
　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の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、業績と

関連当事者間の取引
　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

重要な課題と捉え、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、全社横断で活動を進めています。

　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
する企業風土の醸成に向けた取り組みをおこないます。女性の活躍も

配当性向を勘案して実行する。内部留保金については財務基盤の 
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
めに有効活用します。
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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。

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。 

2016年2月期の役員報酬実績

取締役および社外取締役の選任理由

取締役・執行役の報酬基準

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 同氏は長年にわたり株式会社ポピンズの代表取締役CEOを努めており、JAFE（日本女性エグゼクティブ協会）の代表です。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。

区分 支給人員
（名）

支給額
（百万円）

取締役
（社外取締役を除く） 2 15

社外取締役 6 43

執行役 14 367

計 22 425

　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。
① 取締役年俸は、役割に応じた「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
とする。

② 執行役年俸は、役位・役割に応じた「基本年俸」、会社業績および個人業績に基づく「成果年俸」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。

③ 執行役の「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%（相
当）：5%（相当）とする。

④ 執行役の「基本年俸」は当期の役位・役割に基づき決定する。
⑤ 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
配分する。

⑥ 執行役の「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。
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。

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。

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

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。

基本原則

3

私たちの対応

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。
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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。

基本原則

4 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。

2016年2月期の役員報酬実績
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私たちの対応

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または委員に就任しています。
　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、経営陣と連携を図ります。また、各委員会の議長
が経営陣と連携を図ります。

　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。

① 当社グループの業務執行者（過去10年間に該当していたものを含む）
② 当社の親会社およびその子会社（その業務執行者も含む。以下③～⑧において同じ。）
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
　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」を、「主要
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
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、「一定額」とは「過去5年間のい
ずれかの年度において年間1千万円」をいうものとする。
　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。

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
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（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
現状の取締役会の構成、議論状況、議題、運営・サポート体制等に関する評価、および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
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、執行役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
議事進行の部分には一定の評価を得ましたが、議案の選定および議論の質については、経営体制、企業風土、経営戦略などの、より戦略的な議論が必要との 
意見や、企業価値を上げていく将来を見据えた経営がおこなわれているかチェックすべきであるという意見があり、戦略的な議案を中心に、取締役会にて議論
すべき議題をスケジュール化し本質的な議論をおこなう体制をとっていきます。
3. 運営、サポート体制について
事前説明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有効活用が必要であるとの意見があり、今後、 
取締役会での報告内容の簡素化、効率化を図ります。

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、

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。

私たちの対応

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。

基本原則

5

　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。

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、2015年9～10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。

コーポレート・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。
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取締役

役員紹介 （2016年6月末日現在）

1981年 当社入社
2004年 執行役
2007年 常務執行役
2008年 取締役兼専務執行役
2011年 取締役兼代表執行役社長
2013年 J.フロント リテイリング株式会社取締役（現職）

取締役 取締役会議長兼代表執行役社長（現職）

牧
まきやま

山 浩
こうぞう

三
取締役 取締役会議長兼 
代表執行役社長

1981年 当社入社
2004年 執行役
2007年 常務執行役
2008年 取締役 取締役会議長兼代表執行役社長
2011年 専務執行役
2013年 取締役兼専務執行役（現職）

平
ひ ら の

野 秀
ひでかず

一
取締役兼専務執行役
事業戦略部門管掌兼飲食事業部、新規プランニング部、
関連事業部担当

1973年 扶桑監査法人入所
1986年 新光監査法人社員
1995年 中央監査法人代表社員
2007年 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
2009年 同監査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
2010年 同監査法人監査業務本部事業推進室室長
2011年 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）
2012年 株式会社サンセイランディック社外取締役（現職）

高
たかはし

橋 廣
ひ ろ し

司

社外取締役（独立役員）
監査委員会議長

1973年 株式会社大丸入社
2003年 同社理事

同社執行役員
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

同社取締役兼常務執行役員
2012年 当社取締役（現職）
2013年 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
2015年 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
2016年 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

（現職）

小
こばやし

林 泰
やすゆき

行

取締役

1983年 株式会社大丸入社
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（現職）
当社取締役（現職）

藤
ふ じ の

野 晴
はるよし

由

取締役

1979年 株式会社東京銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
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・ 

グループ バイスプレジデント
1995年 スイス・ユニオン銀行（現UBS）東京支店入行
1997年 同行東京支店長兼投資銀行本部長
1998年 UBS証券会社投資銀行本部長マネージングディレクター
2011年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
2012年 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）

伊
い と う

藤 友
とものり

則

社外取締役（独立役員）
指名委員会議長

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）

財務部長
2002年 伊藤忠商事株式会社食料カンパニーCFO
2005年 同社執行役員財務部長兼CFO室長
2009年 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
2011年 同社代表取締役専務執行役員CFO
2013年 同社代表取締役副社長執行役員CFO
2015年 同社顧問（現職）
2016年 日本バルカー工業株式会社社外取締役（現職）

当社社外取締役（現職）

関
せき

 忠
ただゆき

行

社外取締役（独立役員）

1973年 株式会社テレビ朝日入社
1985年 JAFE（日本女性エグゼクティブ協会）代表（現職）
1987年 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
1989年 社団法人ベビーシッター協会副会長
2001年 厚生労働省女性の活躍推進協議会委員
2003年 経済産業省独立行政法人評価委員会委員

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
2010年 環境省中央環境審議会委員（現職）
2011年 環境省独立行政法人評価委員会委員

株式会社ポピンズ代表取締役CEO（現職）
2014年 当社社外取締役（現職）

中
なかむら

村 紀
の り こ

子

社外取締役（独立役員）
報酬委員会議長

執行役
阿部 正明
常務執行役 経営企画室、
広報／IR室、IT推進室、秘書室担当

佐藤 繁義
海外事業部担当

溝口 岳
ストアプランニング部、 
ストアデザイン部担当

泉水 隆
常務執行役 店舗統括部門管掌 
兼営業政策部担当

野口 秀樹
財務部、経理部、事務統括部担当

中野 千晶
ストアオペレーション部、
環境／店舗管理部担当

平井 裕二
不動産管理部、開発部、建設部、
ゼロゲート事業部担当

井上 肇
エンタテインメント事業部担当

富永 正生
人事部、総務／法務部担当

浜田 和子
グループ監査室担当

山木 知行
名古屋PARCO店長

柏本 高志
渋谷PARCO店長

林 直孝
WEB／マーケティング部、 
メディアコミュニケーション部担当

C
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あ べ せんすい ひ ら い は ま だ さ と う

の ぐ ち いのうえ や ま き な か のみぞぐち

とみなが かしもと はやし

まさあき たかし ゆ う じ か ず こ しげよし

ひ で き はじめ ともゆき ち あ きが く

ま さ お た か し なおたか
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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。

決算ハイライト 売上高、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、
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。

月次売上高情報 店舗別の月次売上情報を前年比較で開示しています。
経営指標推移 過去の主要な経営指標の推移をご覧いただけます。
中期経営計画 中期経営計画の説明資料およびニュースリリースを掲載しています。

IRライブラリー

決算資料 
「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 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 四半期報告書をご覧いただけます。
クォータリーレポート 投資家の方へ配信している決算概要を掲載しています。

アニュアルレポート 最新のアニュアルレポートをPDF形式、E@BOOK形式でダウンロード
することができます。

パルコレポート 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PDF形式、
E@BOOK形式でダウンロードすることができます。

IRカレンダー 決算発表のスケジュールなどをご覧いただけます。
株主メモ 株主事務手続きのご案内をご覧いただけます。
株主構成 大株主の状況などをご覧いただけます。
株主還元 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 株主優待の内容をご覧いただけます。
株主総会 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 株価情報をご紹介しています。
社債／格付情報 社債明細、格付情報をご覧いただけます。
電子公告 公告事項をご覧いただけます。
ディスクロージャーポリシー IRに関する基本方針をご覧いただけます。
事業等のリスク 事業等のリスクをご覧いただけます。

IRメールニュース 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。

IR情報
www.parco.co.jp/ir/

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、パルコグループインフォメーションブログを設け、最新情報をお届けしています。

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。

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。

FACT BOOK 2016
詳細な経営指標をご覧いた
だけます。

Webサイトのご案内
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会社名 株式会社パルコ
本社所在地 東京都豊島区南池袋1-28-2

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

設立年月日 1953年2月13日
資本金 343億67百万円
従業員数 630名〈男性354名 女性276名〉

連結従業員数 2,118名
連結売上高 2,763億58百万円（2015年度）
売場面積 456,000m2

テナント数 2,306

グループ企業 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・シティ（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）

会社概要 （2016年2月末日現在）

1953年 2月 池袋ステーションビル株式会社を設立

1954年 10月 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

1957年 5月 株式会社東京丸物に商号変更

12月 店名「東京丸物」で百貨店業を開始

1963年 7月 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 6月 「東京丸物」を閉店し、「PARCO」開設準備体制に着手

11月 「池袋PARCO」開店

1970年 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

1976年 12月 「千葉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 東京証券取引所市場第二部に株式上場

1988年 6月 「渋谷CLUB QUATTRO（旧Quattro by PARCO）」開店

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

1989年 4月 ハウスカード「PEC（ペック）カード」を発行開始

5月 「調布PARCO」開店

6月 「名古屋PARCO」開店

1991年 9月 株式会社西電工に資本参加

11月 PARCO（Singapore）Pte Ltd設立

1993年 10月 「ひばりが丘PARCO」開店

1994年 3月 「池袋P’ PARCO（ピーダッシュパルコ）」開店

4月 「広島PARCO」開店

1996年 4月 「松本PARCO」増床開店

11月 「大津PARCO」開店

1997年 3月 「宇都宮PARCO」開店

1998年 11月 「名古屋PARCO南館」開店

2000年 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 6月 株式会社ヌーヴ・エイ営業開始

9月 「広島PARCO新館」開店

2002年 4月 「渋谷ZERO GATE」開店

2003年 5月 「委員会等設置会社（現・指名委員会等設置会社）」に移行

2005年 2月 「Pedi（ペディ）汐留」開店

2006年 3月 ハウスカード「PECカード」を「PARCOカード」に改称

2007年 3月 「静岡PARCO」開店

10月 「浦和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

2016年 2月 「札幌ZERO GATE」開店

7月 「仙台PARCO2」開店

沿革

企業情報
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■ 事業戦略部門
「エンタテインメント事業部」「海外事業部」「飲食事業部」「新規プランニング部」
「関連事業部」の5部体制で、新規事業および関連事業の開発・育成を図ります。

■ 不動産戦略部門
「不動産管理部」「開発部」「建設部」「ゼロゲート事業部」の4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・実行およびパルコ事業、
新業態SCに資する新規の不動産開発を推進します。

■ 店舗統括部門
「営業政策部」「ストアオペレーション部」「環境／店舗管理部」「ストアプラ
ンニング部」「ストアデザイン部」「WEB／マーケティング部」「メディアコミュ
ニケーション部」の7部体制で、パルコ店舗事業の都心型、コミュニティ型の2
類型のさらなる進化と差異化を図るとともに、パルコグループの利益基盤の
安定維持を目指します。

■ 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」「 IT推進室」「秘書室」の4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、全社的 IT推進機能の強化などに
より企業価値の最大化に向けた政策を推進します。

　パルコグループ2020年長期ビジョンの実現に向け、事業基盤を強化するとともに、経営資源を選択と集中して投下するこ

とによって確実に成長する事業をつくりあげていきます。

組織図

店舗統括部門管理機能部門 不動産戦略部門 事業戦略部門

海外子会社・駐在 国内子会社・関連会社

（株）アパレルウェブ

不動産管理部 エンタテインメント事業部

PARCO（Singapore）Pte Ltd （株）パルコスペースシステムズ
渋谷プロジェクト

建設部

ゼロゲート事業部

飲食事業部

（株）パルコ・シティ

開発部 海外事業部

香港駐在事務所 （株）ヌーヴ・エイ

新規プランニング部

関連事業部

コミュニティ型店舗都心型店舗

人事部

財務部

経理部

事務統括部

総務／法務部

コーポレート部門

経営企画室

IT推進室

秘書室

広報／IR室

営業政策部

ストアオペレーション部

ストアプランニング部

WEB／マーケティング部

メディアコミュニケーション部

環境／店舗管理部

ストアデザイン部

株主総会

取締役会

松本店宇都宮店札幌店

大津店浦和店仙台店

千葉店池袋店

渋谷店 津田沼店 調布店

熊本店

指名委員会

社長

監査委員会

経営会議

委員会事務局

報酬委員会

CSR委員会

ダイバーシティ推進委員会

リスクマネジメント委員会

投資委員会

新所沢店静岡店

ひばりが丘店名古屋店

広島店

福岡店

吉祥寺店

上野新南館準備室

グループ監査室

PARCO CO., LTD.  Annual Report 201656



発行可能株式総数 320,000,000株
株主数 31,116名
発行済株式の総数 101,462,977株

大株主およびその持株数（上位10名）
株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

J. フロント リテイリング株式会社 65,922 64.97
イオン株式会社 8,272 8.15
株式会社クレディセゾン 7,771 7.66
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口） 2,745 2.71

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,200 1.18
株式会社三菱東京UFJ銀行 930 0.92
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9） 561 0.55
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 393 0.39
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口） 391 0.39

RBC ISB A/C LUX NON RESIDENT/DOMESTIC RATE-UCITS CLIENTS 
ACCOUNT 298 0.29
※ 持株比率は自己株式（4,200株）を控除して計算しています。

所有者別分布状況

株主数 持株数

■ 金融機関・証券会社
55名 0.2%

■ その他の法人
290名 0.9%

■ 外国法人など
179名 0.6%

■ 個人
30,591名 98.3%

■ 自己株式
1名 0.0%

■ 金融機関・証券会社
6,997千株 6.9%

■ その他の法人
82,270千株 81.1%

■ 外国法人など
5,448千株 5.4%

■ 個人
6,742千株 6.6%

■ 自己株式
4千株 0.0%

株価・出来高の推移
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（円） （ポイント）TOPIX

月間合計（千株）

4月
（2013年） （2014年） （2015年） （2016年）
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会計監査人 あずさ監査法人

株式の状況 （2016年2月29日現在）
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