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代表取締役社長

貞松 隆弥 TAKAYA SADAMATSU

＜2018年8月期の振り返り＞
　精神価値マーケットNo.1ブランドの確立を目指す、中
期5ヵ年計画は、前半3ヵ年で売上拡大と内部構造改革
への投資を実施し、後半2ヵ年以降、しっかりと利益を創
出できる基盤を確立する計画としています。その中で、3
年目に当たる2018年8月期は「基盤構築を実行する最終
年度」と位置付け、「成長戦略の推進」と「構造改革の
断行」に取り組みました。

社長インタビュー
　「成長戦略の推進」は、2017年3月に銀座中央通りに
オープンした「フェスタリア ビジュソフィア ギンザ」 を軸と
したブランドのバリューアップ効果が現れ、有力百貨店で
の増床や有力立地への出店が加速するなど、戦略的ス
クラップ＆ビルドが進捗しました。これにより1店舗当たりの
売上は順調に伸長し、下期に西日本を襲った自然災害
の発生による複数店舗の一時休業等、厳しい外部環境
の影響を受けながらも、上期・下期ともに増収を継続、実
店舗による収益性は着実に拡大しています。
　特に銀座路面店出店によるブランドバリューアップの
効果が大きく現れたのは台湾です。台湾有力百貨店の 
1つである新光三越百貨信義A8店においては、インター
ナショナルブランドゾーンへの移設増床が実現し、「フェス
タリア トーキョー」のリブランディングオープンを果たすこと
ができました。売上高も前年対比160%まで拡大するなど
大きな成長を遂げています。このA8店の成功を機に新
店舗の出店依頼が相次いでいます。
　また、ブライダル市場が低迷する中で、主力の高付加価
値商品、星のダイヤモンド“Wish upon a star”を中心にブ
ライダルの売上が好調を維持し、全体の売上を牽引しまし
た。“Wish upon a star”を通じてお伝えしているジュエリー
の持つ精神価値、当社の企業理念でもある「ビジュ ド  
ファミーユ（家族の宝石）」への共感が確実に広がってい
る手応えを感じます。

　一方で、「構造改革の断行」については、組織の実行
力不足により十分な成果が得られず、多くの課題が残りま
した。特に構造改革の中核として位置付けた本社改革
は、進捗が乏しく、経営として大きな反省点となりました。ま
た、将来成長に向けて必要なインフラである新基幹シス
テムの導入・運用、Eコマース事業についても、ITリテラ
シーの欠如もあって、利益悪化の要因となるなど抜本的
な立て直しが必要となりました。

＜「現場感覚」に基づいた本社運営へ＞
　2018年8月期の店舗展開は順調に伸長しましたが、さ
らなる売上拡大・店舗効率の向上に向け、まだまだ課題
はあり、改善の余地は大いにあります。
　その1つは、立地に合わせた接客技術のスキルアップ
です。重要店舗へのエース人材の配置、不振エリアへ
の有力マネージャーの赴任等、より機動的かつ適切な配
置転換が必要です。その実現に向け、インターナショナル
ブランドへの道を歩み、外部からの評価が高まっている
中、社員のさらなる意識改革を呼び覚ます人事評価シス
テムの確立、販売現場やお客様視点による業務の標準
化とそれをベースとしたキャリアパスの設計と運用、立地
環境の変化に合わせた教育プログラムの再構築等を進
めていきます。
　2つ目は、当社の強みである「現場力」を本社に還流さ

CLOSE UP

フェスタリア ビジュソフィアが百貨店バイヤーズ賞（レディス）特別賞を受賞。
主力商品“Wish upon a star” のキャンペーンやイベントが注目を集め、
実績を作ったブランドとして評価されました。

繊研新聞社主催
「2017年度百貨店バイヤーズ賞」4年連続受賞 「日本一の販売員」がフェスタリアから誕生

決算ハイライト
2018年8月期 2019年8月期（予想）

売上高 9,695百万円 10,100百万円

営業利益 57百万円 250百万円

経常利益 32百万円 210百万円

親会社株主に帰属
する当期純利益 5百万円 100百万円

旗艦店フェスタリア ビジュソフィア ギンザの販売スタッフが、日本ジュエ
リー協会主催：第5回「ジュエリーコーディネーター接客コンテスト」にて
見事優勝を飾り、「日本一の販売員」の称号を手に入れました。

精神価値No.1ブランドに向け
ブランドバリューアップ戦略は奏功。
新しい期は本社の抜本的構造改革を断行。

御縁の神様で有名な“東京大神宮”にて
七夕ワークショップを開催

大好評を頂いた昨年に続き、七夕祭期間に行われる七夕ワークショッ
プでは「Message in a Ball」と称し、メッセージアクセサリー作りをフェ
スタリア ビジュソフィアが監修。
短冊に願いを込めるように、自分だけの「叶えたいメッセージ」を加えた
オンリーワンアクセサリーを参加者の皆様と作りました。
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Topics Topics

わりを告げ、価値観が消費マインドに影響を与える時代
に移行する中、当社が提唱する企業理念、「ビジュ ド  
ファミーユ」の想いに共感・参加してくれるお客様は確実
に広がっており、ビジョン実現に向けた歩みは着実に進ん
でいるとの手応えを感じています。共感の世界観には、売
り手と買い手の対立軸は存在しません。共感による伴走
があるだけです。AIの活用をはじめ、どんなにIT技術が
進んでも、人は人にしか共感しません。
　特に価値観の二極化が顕著に現れるのは女性であ
り、今後、より多くの女性に共感・参加してもらうには、
“Wish upon a star”のストーリーだけでなく、会社としてど
うあるべきか、どういう活動をすべきかが非常に大きな意
味を持つようになってくると考えています。魅力的で憧れ
の対象ともなりうる、インパーソナルドリーム（商品やサービ
スを通じて自身の夢）を語れるスタッフが活躍する会社と
なることが必要であり、それを実現するための本社改革を
しっかり完遂することが重要です。そうして、存在意義で
ある企業ミッションこそを「最高の商品」とし、ミッションへ
の共感を中核として、社員をアンバサダー役に、企業・取
引先様・株主様・お客様が一体となって啓蒙活動を進め

せ、「現場感覚」に基づいた本社運営による「本社力」
の向上です。本社社員の約30％を店舗へ移動させる一
方で、店舗スタッフを積極的に本社に動かす大掛かりな
配置転換を実施するとともに、縦割り業務として部分最
適が蔓延し、肥大化していた本社を抜本的に見直しま
す。今後、AIにはできない総合力を生かす仕事こそ、人
が活躍すべきとの観点から、個々人が仕事のあり方を改
め、組織として機能する「本社力」を高めていきます。

＜リテラシーを高めながら効率性を追求＞
　2019年8月期は、社内のITリテラシーを高めながら、新
基幹システムの運用開始・改善に着手するとともに、ベト
ナムを中核としたサプライチェーンの再構築を急ぎます。
ベトナムに日本人スタッフを配置し、最終検品をベトナムで
実施するほか、一部の本社機能を移管し、生産効率の
向上を図ります。また、ベトナム製品をレベルアップし、再び
売上構成比を高め、粗利率の改善に努めます。さらに物
流機能を段階的に外部のロジスティクス専門会社へ委
託し、物流リテラシーの取り込みを図ります。これはサプラ
イチェーンの再構築に加え、直間比率の是正に直結す

る取り組みになると考えます。
　新たな取り組みとしては、ブライダル事業において、
Web来店予約のブラッシュアップを通じて経費効率の改
善を図るとともに、法人営業部門を立ち上げ、BtoBによる
店頭送客を強化し、アプローチを多様化することで、従来
とは異なるお客様との出逢いを模索していきます。
　新規事業については、Eコマース事業の抜本的な見
直しが必要であると認識しています。卸事業は期首にフ
ランチャイズ1号店がテストオープンし、新たな一歩を踏み
出しました。店舗運営における店舗開発・内装、商品提
供、接客指導、販促支援等、オペレーション全般に関わ
り、全体の売上に対してフィーをいただくビジネスです。非
常によいスタートを切っており、評判も上々です。業界から
注目されている中、早期に1号店を軌道に乗せ、期中には
2号店をオープンさせたい考えです。

＜ステークホルダーの皆様へ＞
　所得の二極化、地域の二極化、一人の人がお金を使
うべき対象と節約すべき対象を使い分ける、価値観の二
極化が進んでいます。単にモノを売り買いする時代は終

社長インタビュー

2018年６月、基幹ブランド フェスタリア ビジュソフィア 初のアーティスティ
ック・ディレクターとして、NYで活躍するジュエリー・アーティストMIKKO（ミ
ッコ）を迎えました。MIKKOは、フェスタリア ビジュソフィアにおけるプレ
ステージラインのディレクションを手がけ、2019年春から本格的な展開を
スタートします。

彼女の根底にあるのは、「宝石になりたい」という想い。
生み出すジュエリーはすべて「宝石」が主役であり、「宝石は石そのもの
がデザイン」。MIKKOは、宝石をいかに美しく魅せるか、そして、その美
しい宝石と装う人がいかに「一体化」出来るかを大切に、装う人が「宝石
になれる」ジュエリーを作り上げています。

NY在住のジュエリー・アーティストMIKKOが
 アーティスティック・ディレクターに就任

ることで、ブランドを文化へと昇華させていきたいと考えて
います。
　まだまだ改善の余地はありますが、大局的には店舗戦
略は順調に進んでおり、店舗収益のさらなる拡大は射程
圏に捉えています。一方で新規事業は、卸事業は芽が
出てきたもののまだまだ発展途上にあり、Eコマース事業
は抜本的なテコ入れが急務との認識で、収益化の見通
しが立っていない状況です。2019年8月期は、前期の利
益圧迫の要因を真摯に受け止め、本社経費増加に伴う
直間比率の是正も含め、より厳格にデッドラインを設定し
た抜本的な改善を期中に断行し、収益の改善に努めて
いきます。
　中期5ヵ年計画における数値目標・達成時期は、課題
を総括した上で、適切な時期にローリングプランとして改
めて公表いたします。本質的な戦略に対する自信に変わ
りはありません。ステークホルダーの皆様におかれまして
は、精神価値No.1ブランドの実現への道を確実に進みゆ
く過程を中期的な視点で見守っていただき、末長くご支
援いただけますこと心よりお願い申し上げます。

銀座路面店出店による、波及効果を活かしたスクラップ＆ビルドを戦略的に
実施。有力商業施設への増床、出店が実現しました。

戦略的スクラップ＆ビルドが順調に推移

ビジュソフィア ららぽーと 新三郷店 （2018年6月オープン） フェスタリア ボヤージュ　
ラゾーナ川崎プラザ店

（2018年3月オープン）

フェスタリア ビジュソフィア そごう横浜店 （2018年3月オープン）
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株主優待のご紹介
　当社は、株主の皆さまの日頃のご支援・ご愛顧に感謝いたしまして、株主優待制度を導入さ
せていただいております。
　対象となる株主様につきましては、以下の案内をご覧の上、決議ご通知に同封の株主優待
案内ハガキにてお申し込みください。

対 象：2018年8月31日現在の株主名簿に記載または記録された、100株以上ご保有の株主様。

※②は一部の店舗でご利用いただけない場合がございます。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。（https://www.festaria.co.jp/irnews-all/から「株主優待」ページへ）

＜株主名簿管理人＞
 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 
三菱UFJ信託銀行株式会社

■ 株式の状況（2018年8月31日現在）
発行可能株式総数 3,012,000 株
発行済株式の総数 1,183,300 株
１単元の株式数 100 株
株主数 2,764 名

■ 当社ホームページ

■ 株式分布状況

■ 大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

貞松　隆弥 236,630 20.23

貞松　豊三 139,845 11.96

有限会社隆豊 56,000 4.79

デービーエス バンク リミテッド 700104 45,700 3.91

株式会社ツツミ 39,700 3.39

https://www.festaria.co.jp/

■ 会社概要（2018年11月29日現在）
会 社 名 フェスタリアホールディングス株式会社
英 文 社 名 Festaria Holdings Co., Ltd.
東 京 本 社 〒153-0061

東京都目黒区中目黒2丁目6番20号
TEL．（03）5768-9969（代表）

設 立 昭和39年（1964年）3月
資 本 金 7億9,602万円
決 算 期 8月31日
取 引 銀 行 みずほ銀行・三菱UFJ銀行・

埼玉りそな銀行・三井住友銀行・
福岡銀行・千葉銀行・
商工組合中央金庫・十八銀行・
横浜銀行・あおぞら銀行・
親和銀行

従 業 員 数 連結568名（2018年8月31日現在）
事 業 内 容 当社グループは、当社及び重要な子

会社3社で構成されており、宝飾品
（貴金属類、宝石類、アクセサリー）
の製造加工及び販売を主な事業の
内容としております。

役 員 代表取締役社長 貞　松　隆　弥
取　　締　　役 姉　川　清　司
社 外 取 締 役  田　中　道　昭
社 外 取 締 役  松　井　忠　三
常 勤 監 査 役  中　尾　實　郎
社 外 監 査 役  田　中　　　恵
社 外 監 査 役  三　羽　正　人

■ 主な子会社
会 社 名 株式会社サダマツ
所 在 地 〒153-0061

東京都目黒区中目黒二丁目6番20号 
設 立 2017年10月
事 業 内 容 宝飾品の製造販売
会 社 名 D&Q JEWELLRY Co.,Ltd.
所 在 地 NO.9.Catbi road,Catbi ward,Haian 

dist.,Haiphong city,Vietnam
設 立 2006年5月
事 業 内 容 宝飾品・アクセサリーの製造
会 社 名 台灣貞松股份有限公司
所 在 地 100台北市中正區新生南路一段16

號13樓之2
設 立 2011年1月
事 業 内 容 宝飾品の輸入・販売

株主優待の内容:

① 自社オリジナルジュエリー ② お買物優待券
100株以上

Wish upon a star Twinkle 
ペンダント

300株以上 10,000円分
600株以上 20,000円分

Wish upon a star Twinkleペンダント

金融機関 37,600株    3.17%

その他法人 116,800株    9.87%

外国法人等 79,300株    6.70%

個人・その他 933,797株 78.91%

自己名義株式 13,884株    1.17%

金融商品取引業者 1,919株    0.16%

会社概要
株式情報

センターには二つの美し
い星が浮かび上がる、
“Wish upon a star 
Twinkle”のキュービック
ジルコニアが輝きます。
チェーンの長さは60cm
のロングペンダントなの
で、どんなお洋服でも着
けやすく、重ね付けもでき
ます。（2Way仕様。）

※1. 上記のほか、自己株式13,884株があります。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

Information

❖営業利益 （百万円）❖売上高 （百万円）

❖親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円）

❖経常利益 （百万円）
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◇連結売上高：96.9億円（前年比1.2％増）
下期に天候不順の影響から商業施設の集客が鈍るなどのマイナス要
因があったものの、主力商品の“Wish upon a star”が前年比7.9％
増、ブライダル売上が前年比11.4％増となり、増収を牽引。

◇連結営業利益：0.5億円（前年比81.4％減）
売上総利益は増加も、新基幹システム、新規事業、新規出店や増床に
伴う費用の増加により、販売費及び一般管理費が前年比5.0％増で営
業利益は減益。

主要連結財務データ

❖総資産 （百万円）
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「日本一美しい星空」
長野県阿智村とコラボレーション CHRISTMAS LIMITED 2018

2017年11月スタービレッジ阿智村誘客促進
協 議 会とオフィシャルマーケティングパート
ナー契約を締結。
ブライダル顧客向けの「夢を叶える、ふたつの
星の婚姻届」作成や「天空の楽園 Winter 
Night Tour」への参加を行いました。

75周年「星の王子さま」か
らインスピレーションを受け
てデザインされた特別なクリ
スマス限定コレクション。
12.25（Tue)まで発売中
Price:￥10,800～￥216,000

詳細は HPをご覧ください ▶ https://www.festaria.jp/

スペ
シャルBOX付き
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ショップ　インフォメーション
2017年12月
festaria TOKYO 新光三越百貨信義A8店

銀座中央通りの旗艦店 フェスタリア 
ビジュソフィア ギンザ のコンセプトで
ある“House of Star 夢を叶える星
の館”を再現したショップは、大盛況の
オープニングを迎えました。

［ 2018年9月 New Open ］

オープニングイベント

festaria TOKYO 新光三越台北南西店

festaria TOKYO 新光三越台中中港店

“NEW Concept Store”が
インターナショナルゾーンに移設・増床オープン

ブランド出店数
（国内店舗数：88店舗　海外店舗数：6店舗）

国内

海外

中国

香港

北海道地区
2店舗

東北地区
3店舗

北陸地区
1店舗

台湾
6店舗

東海地区
4店舗

近畿地区
10店舗中国地区

2店舗
九州地区
25店舗

四国地区
1店舗沖縄地区

2店舗

関東地区
38店舗

店舗の状況

※店舗の状況は変更される場合があります。
詳しくはホームページをご覧ください。

（2018年11月28日現在）

35店舗

1店舗

21店舗13店舗

1店舗
海外 festariaTOKYO ６店舗含む

17店舗

（※）

（※）

https://www.festaria.co.jp/
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