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通信販売事業

見通しに関する注意事項

このレビューに記載されている予想は、２００６年１２月３１日現

在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能

性があります。

事業内容
２０～３０代を中心とした約７３０万人の女性に、「ベル

メゾン」ブランド１８種類の主要カタログを発行し、様 な々

生活提案およびオリジナル商品をお届けしております。

２００６年度のレビュー
「すごくトキメク、とてもワクワク」のスローガンのもと、

各媒体のポジショニングの見直しを常に行っておりま

す。また昨年創刊いたしましたファッションの基幹媒体

「私たちの暮らす服」も好調に推移しました。

カタログ事業
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事業の概要



その他事業

頒布会事業

事業内容
オフィスで働く女性を中心に、グループおよび個人

の会員に千趣会がオリジナルに開発した商品を、毎月

定期的にお届けしております。

２００６年度のレビュー
新たにオリジナル商品を１６商品開発しており、多様

化する顧客のニーズに幅広く対応しております。また

「（株）ベルメゾン・サービスセンター」を９月より「千趣会

サービス・販売（株）」に名称変更し、その後組織改革

を実施、よりきめ細やかな顧客サービスおよび販売促

進を行い、職域会員の継続向上と拡大を目指しており

ます。

事業内容
旅行やクレジットなどを主とするサービス事業、

運送事業、「ベルメゾン マーケット」ブランドの店舗

事業、および法人向けの商品・サービスを販売す

る法人事業を展開しております。

２００６年度のレビュー
「ベルメゾン マーケット」八尾店を出店し、合計

７店舗を展開しております。

売上高に占める割合
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ごあいさつ

業績の報告

当連結会計年度の流通業界は、業態間・企業間の優劣

や格差が見られるようになりました。通信販売業界におきま

しては、ネット通販企業や携帯通販企業、テレビ通販企業の

売上は昨年同様伸張しており、総合カタログ通販企業にお

いても売上回復の兆しが見えてきております。このように競

争環境が激化する中、ライフスタイルの多様化による消費者

ニーズの掴みにくさのほか流通業界の再編や提携など経営

環境が一段と厳しさを増しております。

『中期経営計画』の２年目として重点戦略を推進した当期

は、売上高１,４８１億５０百万円（前期比１.９％増）、売上原価率

の低減および印刷費などの媒体関連費用等の販売費及び

一般管理費の削減により営業利益は４６億２百万円（前期比

３４.１％増）となりました。また当期純利益は、為替差益等、子

会社整理損等もありましたが、３６億２７百万円（前期比１８６.２％

増）となりました。

会社の経営の基本方針

当社グループは、「良い商品」「良いサービス」をお客様に

提供することを通じて、社会に貢献することを基本理念とし

ています。また、株主・顧客・取引先の皆様および従業員な

ど、すべての関係者と共存共栄を図り、企業価値を高める

ことを行動の指針としています。

利益配分に関しては、当面は３０％の配当性向を基準に継

続的な利益還元に努め、当期は、１株当たり２０.００円、２９.３％

の配当性向となっています。

また、『中期経営計画』の中で売上主義から企業価値経

営への転換を図り、２００７年１２月期において営業キャッシ

ュ・フロー１００億円達成を目指しております。またそれに伴い

収益性を重視し営業利益率５％を目指すと同時に、成長分

野への積極的投資を行い、収益を拡大することで企業価値

の向上を目指します。

来年度の見通し

流通業界においても業態を超えた厳しい経営環境が続

くものと思われます。このような状況のもと、当社グループとい

たしましては、２００７年度を最終年度とする『中期経営計画』

の最終年度の目標達成に向けて、中核事業であるカタログ

通販事業の収益力強化に重点を置きます。また２０代と４０代

の「顧客年齢層の拡大」およびインターネット・携帯電話およ

び店舗への「チャネルの拡大」を目指し積極的投資を行いま

す。そしてベルメゾンのさらなるブランド価値向上を目指し

た活動を徹底的に行います。
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『中期経営計画』の進捗状況
基本方針

1 中核事業の収益力強化

カタログ通販事業、特に２０代

後半から３０代女性を中心顧客と

した既存分野については無理な

売上拡大は狙わず、収益力の強

化に重点を置きます。

2 成長分野への積極投資

２０代から４０代への「顧客年齢

層の拡大」と、インターネット・店

舗への「チャネルの拡大」による

売上成長を実現するため、積極

的な投資を行います。

3 ブランド価値向上

「すごくトキメク、とてもワクワク」

をスローガンとして、お客様の心

に響く「ベルメゾン」になるため

の活動を全社員が徹底的に行

います。

『中期経営計画』の今期における取り組み状況

1 SCMの推進

即時供給率（注文時点で在庫がある割合）、荷分れ率（１

回の注文に対する出荷回数の割合）に関して今年度は、カタ

ログの在庫引当ルール（受注したすべての商品在庫の状況

で出荷時を判定するルール）を変更しました。「私たちの暮ら

す服」の売上は増加しましたが、計画値は未達となりました。

他方、輸入比率や直接輸入比率は、計画に対し順調に推移

しております。 5 店舗事業の展開

商品企画・開発力の強化

今年度、新たに「ベルメゾン マーケット」の八尾店を出店

し合計７店舗といたしました。今後は、各店舗におけるお客

様の購買動向や店舗に合った当社カタログ商品を検討しな

がら順次店舗展開を行う予定です。

2 カタログ・ポジショニングの見直し

今年度もそれぞれのカタログ・ポジショニングの見直しを

行い、前年よりさらなる総発行部数の削減を実現しておりま

す。今後も見直しを継続して行います。

6

マーチャンダイジング・プロセス（商品の企画・開発の手順）

の見直しと商品開発のマネジメント体制の再構築を現在進め

ております。

サービスの強化

3 20代と40代の顧客年齢層の拡大

２０代…２０代向けのネット・モバイルによる商品販売やサービ

スの強化を図るため、ネット限定ショップ「Ｅｄｉｔｅｒ（エディテ）」、

株式会社ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）との合弁会社による携帯

電話専用のファッション系ショッピングサイト「モバコレ」、またバ

ンダイネットワークス株式会社と共同で携帯情報ショッピングサ

イト「ランランランキング」をオープンいたしました。

４０代…４０代向けカタログ２誌「Ｒａｓｈｉｓａ（ラシサ）」および「Ｌ

ｕｘｅＬｉｖｉｎｇ（リュクスリビング）」を発行しており、また「私たち

の暮らす服」による４０代顧客の継続率の向上や新規会員の

獲得強化に取り組んでおります。

7

「ベルメゾン コールセンター」における受注体制の強化や商
品お届け日数の短縮等、様 な々顧客サービスの強化に取り組
んでおります。

4 インターネット利用の拡大

ベルメゾンネットにおけるアフィリエイトやＷｅｂのみ販売商

品の開発強化によりインターネット売上は、今期５５７億円（前

期比２２.６％増）、うち純ネット売上２５４億円（前期比５２.２％増）

となっています。また、そのうち携帯電話による売上も今期１２５

億円（前期比１４.３％増）に拡大しております。
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近年、我が国における個人消費が伸び悩んでいるにもかか

わらず、通信販売市場は著しく成長しています。（社）日本通信

販売協会の調査によれば、通信販売の市場規模はこの５年を

通じて年率５％の成長を続けており、２００３年には２兆７,９００

億円に達し２００４年には３兆４００億円、そして２００５年には３兆

３,６００億円とその成長はテレビ通販（年率３０％成長）やネッ

ト通販（年率６０％成長）の急成長によるところが大きいとされ

ています。

通信販売市場が成長を続けている背景には、通信販売が

消費者から高い支持を受けていることもあげられます。（社）

日本通信販売協会の調査によれば、その理由として、好きな

時間・好きな場所で利用できる点、入手困難な商品が購入

できる点、時間をかけてじっくり選べる点などがあげられて

います。

消費者からの高い支持を受けて、通信販売の利用率は

２００５年に全世帯の７７％、全個人の６２％に達しており、ネッ

ト通販とテレビ通販については今後さらに利用者が増加する

ことが見込まれています。

業界動向

21,800 22,700 23,900 24,900 26,300
27,900

30,400
33,600

年率＋５％
で成長
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出典）（社）日本通信販売協会　通信販売企業実態調査報告書
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通信販売における多様なプレーヤーの関与

新たな形態の通信販売においては、インターネットの特徴

等を背景にして、売り手と消費者の取引に多様なプレーヤー

が関与しています。特に、多数の売り手と消費者のマッチン

グを図る、媒介者の果たす役割が極めて大きくなってきまし

た。また、消費者の情報発信能力も増大し、アフィリエイト等

として媒介機能を持ち始めています。これらの媒介者は、新

たな形態の通信販売の拡大に大きく貢献しています。

販売 出店出店出品出店出店販売

購入

購入

購入 購入

購入

購入

検索

提携

提携提携

提携

出品

サービス提供

消費者

インターネット通販 ネットオークション 携帯電話通販 テレビ通販

販売
事業者

販売
事業者

個人
事業主

販売
事業者

非事業者
個人

販売
事業者

販売
事業者

販売
事業者

携帯電話
事業者

ネットオークション
運営事業者

ショッピング・モール
運営事業者

公式サイト 非公式
サイト

放送
事業者

販売
事業者
兼
放送
事業者

地上波・BS・CS・ケーブルネットオークションショッピング・モール

在庫
荷分け
物流

物流システム

決済
（クレジットカード、コンビニ・
代引き・電子マネー等）

エスクローサービス検索サービス

アフィリエイト・
プログラム

購入

購入

提携 提携

提携

提携

提携

千趣会

情報提供

ベルメゾン
ネット

携帯電話通販

公式サイト

提携

インターネット取引等における多様なプレーヤーの関与
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Catalog Business

事業別概要

新カタログ創刊

等身大の自分らしさを求める女性のためのジュエリーのカタログ「Ｊｆｉｌｌ（ジェ

イフィル）」（年２回発行）、女性が靴に求めるあらゆるニーズに応える靴専門の

総合カタログ「シューズパーク」（年４回発行）を創刊しました。

新サイトオープン

ネット限定セレクトショップ「Ｅｄｉｔｅｒ（エディテ）」は、大人の女性のためのファッ

ションセレクトショップ。

「私の毎日を編集する、私のスタイルが見つかる」、をコンセプトに、厳選した、

高感度の、鮮度ある、個性的なファッション、ファッショングッズのブランドとオリジ

ナル商品を毎週入荷、お届けしています。

ＤｅＮＡとの合弁会社による携帯電話専用サイトファッション系ショ

ピングサイト「モバコレ」をオープン。

２０代の働く女性を応援するランキング形式のモバ

イル情報ショピングサイト「ランラン ランキング」をオー

プン。

２０代前半の女性でカッコかわいい女の子に向け

て最新トレンドファッションを紹介するパソコン・携帯

サイトＰＣ・携帯サイト「ジェンシス」オープン。

トレンドに敏感な２０代女性に向けて講談社の「ｗｉｔｈ」と連動した通販カタログ

誌「お買い物ｗｉｔｈ」を講談社と共同で発刊。

「Ｅｄｉｔｅｒ（エディテ）」

Ｊｆｉｌｌ（ジェイフル） シューズパーク
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ランランランキング

お買い物with

ジェンシス

カタログ事業



Hanpukai Business

Other Business

オリジナル商品の開発

毎月デザインがかわる高機能インソール「リフレクソール」、芳香消

臭ゼリーにガラスのキャラクターを入れた「プチエアー」、新感覚の

ポケットアルバム「おもいでポケット」、インスタントドリンクのセット

「キューティブカフェ」、キャラクター商品の「ちょこちょこＢＯＯＫ」新商

品５シリーズ、イヤーアクセサリーの「アンフィ」が開発されました。

顧客サービスの拡大

「（株）ベルメゾン・サービスセンター」を「千趣会サービス・販売（株）」に名称変更し、

組織を改革、よりきめ細やかなサービスと販売促進を行い、職域会員の継続向上と

拡大を目指します。

その他事業の一つとして２００６年９月にレディースカジュアルウェアを企

画・生産・販売を行うアパレル２社、（株）ビーバップスタジオおよびメロディ

スクウェアを買収いたしました。

和テイストの巾着・バッグ
「ちょこちょこシリーズ」

ポストカードの入るポケットや
メモを書き込めるアルバム
「おもいでポケット」

フリーズドライのインスタントドリンク
「キューティブカフェ」

重ね付けを楽しむイヤリングチャーム
「アンフィ」

「プチエアー」
ガラスの妖精が入った
たまご型ルームエアーフレッシュナー

消臭・抗菌機能を持つ
女性向けインソール
「リフレクソール」
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コーポレート・ガバナンス（企業統治）

１．業務の適正を確保するための体制について

当社は、会社法の規定に基づき、平成１８年５月１２日開催

の取締役会において、次のとおり内部統制システム整備の

基本方針について決議・決定しております。

（１）内部統制システムに対する基本的な考え方

当社グループは、コーポレート・ガバナンス（企業統治）に関

する基本方針に従い、透明性の高い経営システムの構築を

図るため、内部統制システムを整備・構築し、コンプライアン

ス（法令遵守）体制の強化、業務執行の効率性向上、リスク

管理体制の確立、監査役の独立性の確保および体制の強

化を目指します。また、今後の社会要請や環境の変化に対

応した見直しを随時行い、その改善と充実を図ってまいり

ます。

（２）内部統制システムに関する具体的内容

①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制

「千趣会グループコンプライアンスポリシー」を制定し、

コンプライアンス教育を適宜実施するとともに、知的財産

権や製造物責任に関しては、専門部門によるチェック体

制をとっております。また、コンプライアンス上の問題が

発生した時は、企業倫理ヘルプラインを通じ専門の委

員会に付議し、審議いたします。なお、内部統制につい

ては、内部監査を実施し、社長に報告する体制をとって

おります。

選任・解任・承認

選任・解任

会計監査の相当性

報告・提案

報告

監督・指示・承認

監督・指示・承認

監督・指示・承認

報告・提案

報告・提案

報告・提案

取締役会

経営会議
（代表取締役）

執行役員 報告

報告

報告

企業倫理
ヘルプライン

各部門

勧告
特別委員会

倫理コンプライアンス
委員会

リスク管理
統括委員会

監査委員会

内部監査部門
（監査部）

会計
監査

監査

出席・意見陳述

監査法人
（会計監査人）

報告

監査役会

株主総会

連携

監査・改善
勧告

答申
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②取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関

する体制

取締役の職務執行に係わる情報や重要な機密事項

については、規定などに基づき保存および管理を徹底

するとともに、取締役および監査役がイントラネット（社内

ネットワーク）にて常時閲覧可能な状態にしております。

また重要な規定の改定は、取締役会の承認を得て実

施することとしております。

③損失の危険の管理に関する規定その他の体制

リスク管理に関する規定に基づき、リスク管理統括委

員会を常設のうえ、各種リスクの管理状況を毎月報告

する体制をとっております。また、リスク管理におけるマ

ニュアルの整備と運用を図る体制をとることとし、緊急

事態の発生時や取締役の不測の事態に対しては、規

定を制定し、必要な対応が行える体制を整備しており

ます。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

取締役会および経営会議等や従業員などにおける役

割、分担、権限などについて明確に規定し、また社外取

締役制度の導入や、監督機能と業務執行機能を明確

に区分した執行役員制度を導入するとともに、迅速な意

思決定を図るために取締役会とは別に経営会議を設

けるなど、職務執行の効率性を高める体制をとってお

ります。

⑤当社および子会社からなる企業集団における業務の適正

を確保するための体制

当社およびグループ会社は、規定を制定し、当社に

よる子会社の重要な事項に関するチェックおよび当社の

取締役が子会社を管掌することで指揮・命令・指導・評

価を行い、グループ全体の業務の適正化を図ることとし

ております。またグループ会社の従業員に対し、共通の

コンプライアンス教育を実施することとしております。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求め

た場合における当該使用人に関する事項

監査役会の求めに応じ、監査役専任スタッフを置い

ております。また監査役専任スタッフの任命および異

動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役会の意見

を最大限尊重するものとしております。

⑦取締役および使用人が監査役に報告するための体制その

他監査役への報告に関する体制および監査役の監査が

実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、必要に応じ主要な会議に出席し、経

営状況等重要な情報の報告を受けるほか、監査役が必

要とする資料の閲覧要請に応じることとしております。一

方、各リスク管理委員会等で重大な事実を発見したと

きは直ちに監査役に報告することとしております。また監

査役は、代表取締役、監査法人各 と々の定期的な意見

交換会や監査を通じて重要な使用人からのヒアリング

を実施しており、監査役からの要請があれば、監査役

が専門家の助言を得られるべく対応することとしており

ます。
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２．当社株式の大量買付行為に関する対応策について

当社株式の大量買付行為がなされた場合に、これを受け

入れるかどうかは最終的には株主様のご判断に委ねられる

べきであり、そのためには株主様に十分な情報が提供される

ことが必要であると考えております。そこで、保有割合が２０%

以上となるような当社株式の大量買付けを行おうとする者

（当社取締役会が同意した場合を除く）に対し、

・事前に大量買付者の概要、買付目的、買付価格の根拠お

よび経営方針などに関する必要かつ十分な情報を当社取

締役会に提供すること、

・当社取締役会による当該大量買付行為に対する一定の評

価期間が経過した後に大量買付行為が開始されるべきで

あること、

とするルールを策定いたしております。

このルールが守られない場合には、株主利益の保護を目

的として、新株予約権の発行の措置を講じる可能性がありま

す。また、公正を期するため、大量買付行為に対して取締役

会が講じる措置の是非を検討し取締役会に勧告する機関と

して、社外メンバーで構成された特別委員会を設置しており

ます。

なお、上記内容とする「当社株式の大量買付行為に関す

る対応策」の導入につきましては、第６２期定時株主総会にお

いて決議ご承認いただいております。

３．当社のコーポレート・ガバナンスおよび内部統制のシステ

ム・リスク管理体制

◎経営会議

経営会議は、原則として毎週開催し、取締役および常勤

監査役が出席のもと、取締役会決議事項以外の事項の迅速

な審議・決定および必要に応じた取締役会決議事項の事前

審議ならびに各部門のチェックを行っております。

◎監査部門

（内部監査、監査役、監査法人による会計監査）

①内部監査部門は、業務監査、会計監査を行い代表取締役

にその状況を報告するとともに、改善事項の提言および改

善状況の確認等を行っております。

②監査役は、常勤監査役を中心として、取締役会、経営会

議等の重要会議にすべて出席するほか、業務監査、会計

監査等を行い、取締役の職務執行を監査しております。

③監査法人による会計監査は、適宜実施され、当社グルー

プのあらゆる情報・データを提供し、迅速正確な監査を実

施しうる環境を整備しております。監査役・会計監査人は、

定期的に監査方針等の協議を行うなど、監査を有効かつ

効率的に行うための連携を図っております。
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企業の社会的責任（ＣＳＲ）

ＣＳＲポリシー

千趣会は、①女性支援、②コンプライアンス、③環境対策の３つのテーマを通じ

て、企業の社会的責任を全うしていくことを宣言しています。

①女性支援

仕事と家庭を両立しやすい環境づくりや女性本人のキャリア意識向上などを推

進。また、２００５年に施行された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、出産後

も女性が能力を伸ばせる体制づくりやキャリア保障に向けてのバックアップにも取

り組んでいます。

育児応援ウェブサイト「ベビータウン」「プレママタウン」をサポート、赤ちゃんとマ

マ・パパの暮らしを見つめ続けてきた企業が提携し、妊娠中の女性からお子様を

お持ちの父親・母親を対象としており、育児情報やコミュニケーションの場を提供

しています。

②コンプライアンス

千趣会では、社是の中で「企業の存在理由は社会貢献にある」とうたっています。

コンプライアンス（法令遵守）を企業の中の重要な経営課題とし、社会のルールを

守るという、「あたりまえのことを、あたりまえに」できる企業であり続けるための活動

を進めています。

コンプライアンスポリシー

１．法令等の順守

すべての事業活動において、法令のみならず、社会規範、企業倫理、社内ルー

ルを遵守し、適正かつ良識のある企業活動を行います。

２．経営の健全性と透明性の確保

内部統制システムを構築するとともに、経営情報を適時、的確に開示することに

より、経営の健全性と透明性を確保します。

３．反社会的政略への毅然とした対応

反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を徹底します。

４．従業員のための企業環境づくり

従業員が意欲を持ってその能力を発揮し、創造性、専門性を最大限に高めるこ

とができる企業環境づくりに努めます。

③環境対策

「ＴｈｉｎｋｔｈｅＥａｒｔｈ，ｔｈｉｎｋｔｈｅｆｕｔｕｒｅ」をスローガンに全社的に地球環境保

全に積極的に取り組みます。

「１００万人のキャンドルナイト」をサポート

大阪で開催された、環境啓蒙ムーブメントの一つである「１００万人のキャンドルナ

イト」に企業協賛いたしました。「都市生活者の環境意識の向上」という趣旨に賛同

し、今後も地域社会への貢献を進めていきます。

ベビータウン　http://www.babytown.jp/
プレママタウン http://www.premama.jp/

http://www.senshukai.co.jp/main/top/
csr_policy.htm

100万人のキャンドルナイト
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取締役

代表取締役社長

行待　裕弘

専務取締役

堀井　紘一

常務取締役

田川　喜一

田辺　道夫

澤本　荘八

取締役

久保田　清

藤由　和秀

朝田　郁

大石　友子

執行役員

執行役員

大山　幸次郎

大塚　康弘

道城　学

広田　建次

峯岡　繁充

中林　義博

星野　裕幸

監査役

鳥取　捷二

猪田　義廣

小泉　英之

森本　宏

（２００７年３月２９日現在）

取締役・執行役員・監査役

（前列左から）田辺　道夫、堀井　紘一、行待　裕弘、田川　喜一、澤本　荘八
（後列左から）久保田　清、大石　友子、藤由　和秀、朝田　郁
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株式会社 千趣会

会社概要

本社所在地
〒５３０-００３５ 大阪市北区同心１丁目
４番３１号
ＴＥＬ:０６-６８８１-３１００

ホームページ
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｅｎｓｈｕｋａｉ.ｃｏ.ｊｐ

東京支社
〒１４１-００２２ 東京都品川区東五反田
１丁目２１番１３号
ランディック五反田ビル

設立
１９５５年１１月

資本金
２０３億５,９１３万円

従業員数
1,082名

商品センター
中部、甲子園、京都、鹿沼

子会社および関連会社
国内－子会社１４社、関連会社３社
海外－子会社７社、関連会社３社

投資家情報

発行可能株式総数
１８０,０００,０００株

発行済株式総数
４７,６３０,３９３株

株主数
5,264名

大株主
株式会社ブレストシーブ
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社
凸版印刷株式会社
有限会社左右山
大日本印刷株式会社
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
日本生命保険相互会社

上場証券取引所
東京、大阪

株主名簿管理人
〒５４１-００４１ 大阪府大阪市中央区北浜
４丁目５番３３号
住友信託銀行株式会社

（２００６年１２月３１日現在）

会社概要

株価と出来高（東京証券取引所）

1,000

0

2,000

3,000

4,000

5,000

400

0

800

1,200

1,600

2,000

出来高（千株）

株価（円）

2002 2003 2004 2005 2006



株式会社　千趣会
〒５３０-００３５ 大阪市北区同心１丁目４番３１号

http://www.senshukai.co.jp

１００％古紙再生紙使用


