成長戦略

社長メッセージ

業績回復の手応えを
持続的な成長につなげていくために
事業構造や店舗オペレーションの
改革に注力してまいります。
AOKIホールディングス 代表取締役社長

東 英和

変えるべき事柄を着実に変えていく

AOKIグループをアップデートしていくことが私のミッショ
ンです。

2022年6月に代表取締役社長に就任いたしました東英

将来のポテンシャルを“探索”する役割を会長が、既存事

和です。私はAOKIグループに参画する前の
（株）
トリイ※に

業の課題を深掘りする“深化”を私が担う、
いわゆる
「両利

入社し、
（株）
AOKIのマーケティング・販売促進や経営戦略

きの経営」
をグループの従業員とともに推進していくこと

企画を担当後、2019年から
（株）快活フロンティアの取締

で、AOKIグループの持続的な成長を目指していきます。

役、
2021年からは同社代表取締役社長を務めてまいりまし

※中京地区を中心に紳士服小売事業を展開、2003年子会社化、2005年合併

た。
グループ外企業出身の私が事業会社のみならずAOKI
ホールディングスの代表に就任した重責に改めて身が引き
締まる思いです。
同時に、
世界の先行きが不透明さを増し、

新しい生活様式に合わせ、新たな価値を創造

社会や生活者のニーズがめまぐるしく変化するなか、社長

中長期戦略の前に、足元の業績についてお話しします。

としてAOKIグループを持続可能な事業構造へと改革して

2022年3月期の業績は、各事業において市場環境やラ

いくことに大いなる挑戦心を掻き立てられています。
私がこれから成すべきことは、変えないこと、変えること

イフスタイルの変化に対応した新商品やサービスを継続
的に提供したことで、4期ぶりの増収増益となりました。

を明確に分け、変えるべきことを着実に実践していくことだ

2023年3月期については、新型コロナウイルス感染症の広

と考えています。

がりが一定程度継続し、消費者の働き方の変化に伴う生

AOKIグループには、創業以来、多くの先達が学び、胸に

活様式の変化も継続していくものと思われます。
こうした

刻み続けてきた確固たる経営理念があります。
また、事業

なか、
当社グループはこれまで注力してきた変化対応をさ

環境の変化に対応するために早くから事業の多角化を進

らに推し進め、新商品や新サービスの継続的な提案、業態

めてきました。
こうした当社グループの特長や強みを維持・

の進化に向けた施策の継続を通じて企業改革を成し遂げ

強化していくためには、
目の前の業績に一喜一憂せず、10

たいと考えています。
これらにより2023年3月期の業績は、

年20年という長期的な視点で企業価値を高めていくこと

一層の回復を見込み、売上高は1,661億円、営業利益は77

が不可欠であり、会長である青木彰宏のリーダーシップの

億円を見込んでおります。

もと
「人々の喜びを創造する」AOKIグループらしい新たな
事業構想の実現に向けて邁進してまいります。
一方で、上場して30年以上、
ブライダルやエンターテイ
メントなど新事業に進出してから20年以上を経て、事業会
社のビジネスモデルや仕事の進め方などにおいては時代
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アフターコロナ時代の新たな消費体験を提供
次に、
中長期視点での改革の方向性についてお話しし
ます。現状、大きく4つあると考えています。

の変化に対応し切れていない事柄が少なからず存在して

ひとつは、事業ポートフォリオのアップデートです。国内

います。
こうした課題に正面から向かい合い、短中期の視

での多角化で成長してきた当社グループは、少子化すな

点で改革を実行し、1年ごとの結果に責任を果たしながら

わち市場縮小という不可避の事態に対処していく必要が
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あります。
そのためには、従来の大量生産・販売・消費を前

ビスなどはお客様に寄り添った人による手厚いサービスが

提としたビジネスから、既存の商品・サービスをアフターコ

価値向上のカギとなります。
お客様が望む本質的な価値、

ロナのライフスタイルに対応したモノ、
コト、
サービスへと

当社グループが提案する新たな消費体験という軸に沿っ

再定義することや組み合わせるなどして、新たな消費体験

て効率的に経営資源を活用していきたいと考えています。

を提供していくことが必要です。実際、
コロナ禍のこの1年
の業績回復を支えたのは、在宅や外出などシーンを問わ
ずに着用できるAOKIのパジャマスーツ®であり、
エンター
テイメント色が強い複合カフェ施設からシェアリングス
ペースへと用途開拓を進めた快活CLUBであり、通常の結
婚式に替わるフォトウエディングなどです。
また、在宅で運

ハイブリッド人財の育成を通じて
従業員のやりがいと生産性を向上
3つめは、前述したDXによる経営効率向上策の一環とし
ての“ハイブリッド人財”の活用です。

動不足を感じるお客様を対象としたセルフ型フィットネス

当社グループの事業はそれぞれ繁閑に大きな差があり

ジムのFiT24も好評でした。私はこれらの回復力をより強固

ます。
当社は、
この繁閑を従業員の増減で平準化していくこ

なものとするために、商品販売からサービスまでのAOKIグ

とも想定して事業の多角化を開始したのですが、各事業が

ループの多様な事業機能を活かしながら、店舗という空

順調に成長してきた結果、
それぞれの事業で専門性を高め

間に新たな息吹を注いでいきたいと考えています。

ることとなりました。
もちろん、
それ自体は高品質なサービス
を提供するために必要なことであり、多様な人財は当社グ

DXを活用したオペレーション改革で
経営効率を高める

11

ループを支えるかけがえのない財産です。今後はますます

活躍しており、
今後も成長意欲と挑戦心をあわせ持つ人財

少子化が進み、労働力の確保が大きな経営課題になるな

を結集して300人規模にまで拡大させたいと思います。

か、
さらに従業員と会社がともに成長し、
業務内容に見合っ

出す可能性も高まる時代となっています。
こうした考えから、当社は2021年12月、
「サステナビリ
ティ委員会」
を設置し、
自社の事業特性に対応したマテリ

2つめは、DX活用による店舗オペレーション改革です。

た報酬と収益性の向上を両立させていくためには、繁閑に

その象徴が、2022年6月の
（株）
ランシステムとの資本業

応じて複数の業務を行き来するマルチスキルを持ったハイ

務提携です。複合カフェ
「スペースクリエイト自遊空間」
を

ブリッド人財が必要だと考えています。
こう言いますと、
なか

全国展開する同社と提携したねらいは、店舗数の拡大だ

には
「専門外のことをしたい人財が存在するのか」
「業務負

けではなく、
フランチャイズシステム、会員登録手続きや入

荷が高まらないか」
といった意見もあがってきます。
しかしな

退店、遠隔からのリモート接客をはじめとした店舗の無人

がら快活フロンティアにおいて、カラオケ、複合カフェ、

ンプライアンス体制の強化、省エネ、人財育成など社会の

これら各種施策は、変えるべきことを変えていく事柄の

化・省人化システムを導入するオペレーション改革にあり

フィットネスと、24時間のなかで職場を行き来する人財を

要請や成長戦略に基づくさまざまな取り組みを実施して

一端ではありますが、今後も引き続き市場縮小、労働人口

ます。実は提携に先立ち、
すでに快活CLUBではこのシステ

育成し、
試行したところ、
経営効率が向上したのはもちろん

きました。
また近年は、気候変動問題やサプライチェーン

減少といった事業環境に果敢に立ち向かい、AOKIグルー

ムを活用しており、結果として経営効率が改善され、営業

のこと、従業員にとっても
「改めて自分が何をしたいのかを

における人権問題など、非財務指標である
「ESG（環境・

プらしいユニークで大胆な挑戦を通じてコングロマリット・

利益率が上昇しました。

考えるきっかけとなった」
「新たな職場・業務を通じた気づ

社会・ガバナンス）」への取り組みが財務指標と同様に企

プレミアムを発揮し、企業価値を高めてまいります。

無論のこと、
すべての店舗オペレーションが無人化され

きがあり、業務改善や新事業のアイデアにつながった」
とい

業の大きな評価軸として定着しつつあります。成長戦略の

るわけではなく、
ファッション商品販売やウエディングサー

う声が届きました。
現状、
約150名がハイブリッド人財として

推進による業容拡大は、利益とともに新たなリスクを生み

AOKI Holdings Inc.

サステナビリティ経営を基軸に
4つめの改革は、
サステナビリティ経営の本格的な実践
です。
当社グループはこれまでもコーポレートガバナンスやコ

アリティ
（重要課題）
とKPIを特定しました。今後はこのマテ
リアリティをもとに、課題解決のプロセスを事業機会とし
て、
すなわち成長戦略と位置づけていくとともに、TCFDへ
の対応などリスク管理施策についても計画的に進めてい
きます。

ステークホルダーの皆様には今後とも一層のご支援、
ご
愛顧を賜りますようお願い申しあげます。
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価 値 創 造モデル

時 代に合 わせた
“ 喜び ” の 創 造とイノベーションで 、
より良い未 来 社 会 の 実 現に貢 献します。
事業環境

AOKIグループの強み

AOKIグループは事業環境に合わせた新たな商品・サービスを展開してきました。
これからも、
「接客力・人財」
「店舗開発・運営力」
「商品・サービス企画力」
「顧客基盤」
の4つの強みを活かし、
サステナビリティビジョン
「“喜び”のイノベーションで、より良い未来を」創造できる事業を展開し、
社会課題の解決に貢献し続けます。

事業と提供価値

少子高齢化

未

店舗開発・
運営力

新たな生活様式の
定着

ネ
ビジ
の
来

ス探

開発・運営データ活用による
効率経営の実現

接客力・人財
ワークスタイルの
多様化

経営理念である顧客満足、
社会貢献を実現する
プロ人財の育成

人々の
喜びを創造する

商品・
サービス企画力
各事業で培われてきた
リサーチ・企画力と、
それを活かした新商品・

空間サービスの提供

顧客ニーズに合わせた
ライフ＆ワークスタイルの提供

事業
ポートフォリオの
アップデート

サービス創出の仕組み

アニヴェルセル・
ブライダル事業

エコ意識の高まり

顧客基盤
健康志向の拡大

祝福に満ちた
「記念日」
サービスの提供

醸成してきたブランド･ロイヤリティ、
3事業展開による、
幅広い顧客層の獲得

社会全体での
DX推進
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業態開発・
イノベーション

オンもオフも活用できる

ファッション
事業

既存

サステナビリティビジョン

索

エンター
テイメント
事業

グループ約1,300店舗の

急激な気候変動

マテリアリティ

商品・サービスを通じた
新たな価値の提供を

人財
一人ひとりに
働きやすさ・やりがいを

環境
地球環境に優しさを

地域社会
地域に活気と発展を

人権
責任ある
サプライチェーンを

ガバナンス
事業

の深

より健全な経営体制を

化
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Special Topics

特集

サステナビリティ経 営 の 強 化 に 向 けて

A O K I グ ル ー プ の 年 間 活 動トピックス

気候変動への対応検討と
「TCFD提言」に基づく情報開示の実施

AOKIグループは、
「ウール・エコサイクル・プロジェクト」やエコ商品の開発などをはじめとした
サステナビリティ活動に従来から力を注いでまいりました。
2021年度は、グループ各社が参加するSDGs勉強会を開催したのを機に、
サステナビリティ経営の本格化に向けてさまざまな取り組みがスタートしました。

SDGs勉強会実施

え、2022年6月には「TCFD提言」に基づく情報をWebサイト上で

を求める
「TCFD提言」に賛同し、グループの事業活動や財務に

公開。今後も議論を継続することで同提言の枠組みに沿った情

与える影響が大きい気候変動リスク・機会の特定や対策などに

報開示を推進し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

社会に提供できる価値や、“ありたい姿”を実現するための課題とそれら
を一言で表すサステナビリティビジョンとしてまとめました。
さらに2022年
春からはプロジェクト事務局を中心に協議を継続し、外部専門家からの

実現に向けた重要課題・KPIを

アドバイスや役員の意見も集約しながら対外的な公開に向けた準備を

グループとして定めるために

進めました。

Step 3

Step 1

Step 2

ワークショップ開催

ワークショップ開催

各事業のリスク・機会と
ありたい姿の検討

ジをまとめた映像を上映。
「 バリューチェーンマッピング」
というSDGsのフレーム

を踏まえ、気候変動が企業などに与える影響に関する情報開示

の優先度・KPIをサステナビリティストーリーとして協議・検討し、それら

（ビジョン）を描き、

した講演に続き、Z世代にあたる大学生のSDGsへの認識やAOKIグループのイメー

置したサステナビリティ委員会を中心とした審議の結果を踏ま

月に開催。各事業の「リスクと機会」
「 優位性・強み」からAOKIグループが

10〜20年後の“ありたい姿”

を学ぶ勉強会を2021年6月に実施しました。大学教授によるSDGs経営をテーマに

ついて議論を続けてきました。
これらの議論や2021年12月に設

各社の役員や若手社員が参加するワークショップを、2021年11月と12

サステナビリティ
ストーリーづくり

各社の役員から若手社員までが参加し、
「 本業を通じてSDGsに取り組む意義」

企業経営において、気候変動によるリスク・機会を認識し、事
業戦略に織り込む重要性は年々高まっています。
こうした背景

グループのありたい姿、
重要課題とKPIの検討

ビジョン・重要課題・
KPI策定
ワーク結果まとめと
サステナビリティストーリー作成

ワークのひとつを用いたワークショップでは、
「 10年後のありたい姿」について活発
に議論しました。

ESG／SDGsプロジェクト スタート
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2021 年

月

7

月

8

月

9

月

10

月

サステナビリティ委員会 設 置

11

月

12

SDGs勉強会 参加者の声
AOKIホールディングス
専務執行役員
グループSDGs担当

荒木 渉
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月

2022 年

1

月

2

月

第1回サステナビリティ
委員会開催

3

月

4

月

5

月

「TCFD提言」に
基づく情報開示

6

月

サステナビリティストーリーづくり 参加者の声

SDGs勉強会には各社の役員から若手社員までが参加し、
「なぜSDGsに取り組む必要があ

プロジェクトメンバーとしてSDGsや将来のグループ全体のありたい姿を考えるワークショッ

るのか」
について、AOKIグループ全体で共通認識を持つことができました。特にSDGsに興味・

プに参加したことで、新たな発見が多くありました。
また、普段の業務ではコミュニケーション

関心の高いZ世代の学生の皆さんのご意見から、
自社内で考えているよりも世の中ではSDGs

を取ることが少ないグループ会社の皆さんとひとつの目標に向かって議論できたことは、
とて

に対する理解と責任が求められているという危機感を共有できた意義は大きいと思います。

も刺激的でした。

また、
グループワークを通じて当社の存在意義を再定義し、全社員で共有する取り組みを行

AOKIグループには複数の業態があるため、
「それらを結びつけているものは何か？」
と考え

う必要性を感じました。
この勉強会での議論は、
当社グループの本格的なSDGsの取り組みに

るのは難しい点もありました。
しかし、
ディスカッションを通じて自分の所属しているエンターテ

向けた第一歩となり、2021年10月にスタートした
「AOKIグループESG／SDGsプロジェクト」
に

イメント事業の強みと課題が明確になったように感じます。
これからもSDGsプロジェクトを通

つながりました。

じて、取り組みを進化させていきたいと考えています。

株式会社快活フロンティア
商品本部

糠谷 実穂
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