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資本支出（3月期）

156百万ポンド 

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

156

154

176

153

108

1株当たり配当（3月期）

35.2ペンス 

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

35.2

32.0

29.0

25.0

20.0

キャッシュフロー（3月期）

552百万ポンド 

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

552

403

297

338

298

特定項目を除く希薄化後 1株当たり利益（3月期）

特定項目を除く希薄化後1株当たり利益は、修正を要する特定項目の影響を排除した実績です。
希薄化後１株当たり利益の公表実績：75.1ペンス（2014年 3月期：72.1ペンス）

76.9ペンス 

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

76.9

75.4

70.0

61.6

48.9

特定項目を除く調整済税引前利益（3月期）

特定項目を除く調整済税引前利益は、修正を要する特定項目の影響を排除した実績です。
税引前利益の公表実績：445百万ポンド（2014年 3月期：444百万ポンド）

456

461

428

376

298

456百万ポンド 

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

収益（3月期）

2,523百万ポンド 

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

2,523

2,330

1,999

1,857

1,501

特定項目を除く調整済税引前利益および特定項目を除く希薄化後 1株当たり利益の定義については「バーバリーグループ財務情報」の注記 2をご参照ください。

2014 年度アニュアルレビュー

財務ハイライト
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2014 年度もバーバリーグループは激動する事業
環境にも揺るがない盤石な業績を達成

サー・ジョン・ピース
バーバリーグループ会長	

はじめに、バーバリーグループより株主の皆様へ、本年度も盤石な業
績のご報告ができますことを欣快に存じます。2014年度、当社の収益
は実質 11%増の 25億ポンドを記録し、特定項目を除く調整済税引
前利益では、実質 7%増の 4億 5,600万ポンドを達成いたしました。

事業を取り巻く環境の厳しさと、めまぐるしく変化する消費者行動にも
かかわらず、バーバリーはさらなる成長を遂げ、所期の経営戦略と事
業活動を遂行することができました。成長の主な原動力となったのは、
小売分野の強化とデジタルチャネルの拡充に対する継続的な投資、さら
に当社の主軸商品である英国製ヘリテージ・トレンチコートとカシミア
スカーフに焦点を当て、グローバルチームが一丸となって取り組んだ
拡販活動でした。

バーバリーというブランドと商品の持つ底力が、本年度も当社に安定し
た成長をもたらしました。そしてその力を最大限に引き出したのは、成長を
牽引する事業活動への継続的な投資でした。たとえば、旗艦市場に
おける新店舗の展開や、中国市場でのモバイルサイトのアップグレート
と在庫管理の精度向上などのデジタルインフラの拡充、さらには旗艦
店舗、ブランドを象徴するアイコン商品、フェスティブシーズンに焦点
を当てて展開した活発なマーケティング活動。こうした一連の取り組
みが実を結び、本年度の成果につながりました。

本報告書では、当社の主な経営と事業の戦略、さらにその戦略に基づ
く2014年度の業績に関する詳細をご説明してまいります。

配当実績のご報告
本年度、当社では 5億 5,200万ポンドの期末現金残高を計上しました。
これを受け、当社取締役会では、通期配当を10%引き上げ 35.2ペ
ンスに増配することを決議いたしました。また、これにより配当性向
は前年度の 42%を上回る 46%を達成いたしました。株主の皆様への
安定した配当は、引き続き当社取締役会の最重要課題であり、前年度
のアニュアルレビューでもご報告いたしましたとおり、当社ではさらに、
2016年度までの 3年間に 50%の配当性向を実現することを目指し
てまいります。

経営戦略—トップメッセージ
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経営陣および取締役の刷新	
2014年度は、バーバリーにとって大きな変化の年となりました。新た
にCEOに就任したクリストファー・ベイリーの強力なリーダーシップ
と役員人事の大幅な変更を経て、当社はさらなる成長に向けて万全の
態勢を整えました。

ベイリー CEOによりグループの経営戦略に関する明確なビジョンが
示され、当社は、さらに革新的な取り組みを活発化させ、一段と大き
な目標の達成に向けて前進してまいります。また同時に、株主の皆様の
利益となる新たな企業価値の創造にも引き続き取り組んでまいります。
当社上級経営チームでは、引き続きベイリー CEOに対する最大限の
支援を惜しまない所存でございます。

本年度、取締役会では一年を通して経営体制の過渡期を支えるとともに、
独自の次世代リーダー育成計画に基づき、ビジネススキルと経営能力の
強化にも注力してまいりました。過去 2年間に取締役会は大幅な人事
刷新を敢行し、キャロリン・マッコール、ファビオラ・アレドンドを含
む 4名の非執行取締役をメンバーに迎えました。新たなメンバーがも
たらす卓越したビジネススキルと豊富な経験を活かし、当社は、グルー
プの経営戦略を的確に反映した事業活動に邁進してまいります。

株主の皆様との対話
取締役会ではさらに、本年度の重点取り組み項目のひとつとして、株主の
皆様との積極的な対話を進めました。なかでも、昨年の年次株主総会に
おいて株主の皆様からいただいた投票結果につきましては、真摯な検討
を重ねてまいりました。株主総会では当社の俸給制度に関して 84%の
ご賛同をいただく一方、残念なことに、役員報酬のご報告に対する株
主意見表明では、過半数のご支持を集めるに至りませんでした。これを
受け当社では、株主およびステークホルダーの皆様と、俸給報酬制度
に関する活発な意見交換の場を設けてまいりました。その詳細につき
ましては、本報告書の「役員報酬のご報告」81ページより103ページ
をご参照いただきますようお願い申し上げます。

ガバナンスとダイバーシティの推進
バーバリーグループの会長として、最高水準のコーポレートガバナンス
に基づく事業活動の推進についても、皆様にお約束すべき責務である
と考えております。本年度、当社では取締役会および社内委員会の運
営状況に関して第三者機関による評価を実施いたしました。その結果、
肯定的な評価をいただくとともに、当社取締役会が、率直な意見交換
と合議制により有効に運営されていることが確認されました。

新たな役員の選任を純粋な実力主義に基づき実施する一方で、当社で
はダイバーシティ（多様性）の重要性を考慮し、経営執行レベルも含め、
女性役員を積極的に登用しております。現在、当社取締役会の全メン
バーに占める女性の割合は 33%となっており、英国 FTSE100企業
に対しマービン・デイビーズ卿が提言する女性役員比率目標の 25％を
上回る男女比を維持しております。当社では今後も、役員構成におけ
るダイバーシティの維持に努めるとともに、実力主義と多様な人材を
尊重する企業としての定評を堅持してまいります。

こうした独自の企業文化の育成に対する当社のコミットメントを反映し、
あらゆる事業活動を通してバーバリーの企業価値を体現していくため、
2014年度、当社はコアストラテジー（主要経営戦略）に新たな項目
「企業文化の確立」を加えることとなりました。

新年度の取り組み
2015年度は、年度明けから、一部市場において事業環境の不透明さ
が高まりつつあります。これを受け当社では、引き続き積極的なコスト
管理と成長分野への選択投資を行うとともに、すべての事業プロセスに
おいて、さらなる生産性向上と効率化を目指してまいります。その一方で、
旗艦市場での店舗展開、テクノロジーとデジタルチャネルの強化につ
きましては、さらに積極的な投資を続けていく所存でございます。

ご挨拶の結びに、バーバリーの快進撃を支え、世界各国で献身的に業
務に取り組む才能豊かな当社のグローバルチームに対し、取締役会を
代表して謝意を表しますとともに、お客様、株主の皆様、バーバリーの
事業に関わるすべてのステークホルダーの皆様からの賜りました変わ
らぬご支援に対し、衷心より御礼を申し上げます。

経営戦略—トップメッセージ
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クリストファー・ベイリー
チーフ・クリエイティブ兼チーフ・エグゼクティブオフィサー

2014 年度も好調。バーバリーの新時代に向け、 
進化した経営戦略で物語は次なる章へ

若さと伝統を合わせ持つ企業として、バーバリーは常に過去から学び、
未来を創造してきました。2014年度は、近年になく、自らのルーツに
立ち返り、今日の成功をもたらした歩みを想い、159年間にわたるブラ
ンドの歴史を紡いだ不朽の銘品の数々の素晴らしさをあらためて実感
する年となりました。

次なる章に向けた取り組みを進めるなか、当社を取り巻く事業環境も
様々な変化を遂げました。マクロ経済の不透明感と急速に移ろう消費
者行動に対し、俊敏かつ臨機応変に時代を先取りしていく企業経営が
これまで以上に求められています。

こうした事業環境のもとでも、バーバリーには決して揺らぐことのない
基盤があります。それは、他社を凌ぐ業績目標、オープンで協調性の
ある企業文化、情熱と献身を惜しまないチーム。いずれも、バーバリー
が今日まで、そしてこれからも大きな成長を遂げる上で、なくてはなら
ない底力です。

こうした基盤に支えられ、2014年度も、当社は皆様に自信をもってご
報告できる業績を達成しました。

本年度の収益は実質 11%増の 25億ポンド、特定項目を除く調整済
税引前利益は実質 7%増の 4億 5,600万ポンドを記録しました。香港
を筆頭とした世界各国で、ラグジュアリー分野が直面した困難な課題の
数々を乗り越え実現した力強い業績です。為替の値動きが実績にマイナ
スの影響をもたらした一方で、堅牢な財務基盤は変わることなく、バーバ
リーブランドの破竹の勢いも衰えることはありませんでした。これは、
成長を牽引する事業活動への長期にわたる継続的な投資がもたらした
成果です。本年度の主な業績としては、小売チャネルに焦点を絞った
戦略が実を結び、実質 9%の成長を達成した既存店売上高、昨年に引
き続き目標を上回る実績を記録したデジタルビジネス、さらに南北アメ
リカとEMEIA（欧州、中東、インド、アフリカ）で実現した 2桁台の
成長率などが挙げられます。

好調な業績の原点となったのは、戦略的重点分野の基礎となり、あらゆ
る事業活動の基準となった 4つの経営テーマです。

まず、「ブランド重視の事業活動」と「銘品による名声の確立」という
2つのテーマについてご説明します。本年度、当社ではバーバリーのア
イデンティティとブランド価値を訴求するため、ブランドの伝統に焦点
を当てたグローバルキャンペーンを展開しました。これは、2つのテー
マに対する当社のコミットメントを明快に示す取り組みとなりました。

経営戦略—トップメッセージ
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この取り組みの中核を担ったのは、バーバリーを象徴する「アイコン」
であり主軸商品でもある英国製トレンチコートとカシミアスカーフです。
また当社を代表するヘリテージ・トレンチコートに関しては、その誕生の
原点に戻り、シンプルなスタイルを徹底的に追求するとともに、トレン
チコート本来の意味と目的をお客様に再認識していただくことに努めま
した。さらにカシミアスカーフに脚光を当てた企画では、商品にお客様
のイニシャルを刺繍するオンライン限定サービスを新たに開始しました。
主なブランドイベントとマーケティング活動の場では、伝統のアイテムに
息づくクラフツマンシップと英国のルーツに対するバーバリーの誇りを一
貫して訴求する一方、最新のブランドアイデンティティと価値観を共有す
る音楽やデジタルといった手法を積極的に活用して、革新的なキャンペー
ンによりバーバリーの「今」を表現する企画にも取り組みました。ランウェ
イに登場した新作ポンチョ、女性向けフレグランス「マイ・バーバリー」
の発売、パリの百貨店プランタンの協力によるフェスティブ・キャンペーン、
上海にロンドンの街並みを再現した大がかりな旗艦店のオープニングイ
ベントなど、2014年度に実施した多彩な活動を通して、バーバリーとい
うブランドの特長を明確かつ魅力的にお客様にお伝えしてきました。

2014年度、戦略立案のベースとなった 3つめの経営テーマは「顧客
中心主義」です。このテーマへの粘り強い取り組みが、ブランドと商
品の達成目標を実現する原動力となりました。この取り組みの中心と
なったのは、ネットと実店舗におけるサービスの統合です。これにより、
グローバル化、デジタル化が進むラグジュアリー商品購買層のお客様
にご満足いただける購買体験を提供できる態勢が整いました。モバイ
ルサイトの刷新、オンラインで購入した商品を実店舗でも受け取れる
「店舗受け取り」サービスの開始、他企業とのパートナーシップにより
世界有数のプラットフォームを通して本格的なブランド体験を提供する
デジタルキャンペーンといった一連の取り組みには、大きな反響が寄せ
られました。さらに当社では、より良いサービスの実現は、より深くお
客様を知ることから始まるという考え方に基づき、顧客データとインサ
イトの有効活用を可能にするシステムの確立にも引き続き積極的な投
資を行いました。

販売チャネルが多様化するなか、お客様がバーバリーブランドを直接
体験できる場として、実店舗は依然として重要な役割を果たし続けて
います。こうした観点から、本年度は小売と卸売の双方において店舗
戦略の見直しに着手し、米国ロサンゼルス市のロデオドライブに大々
的にオープンした新旗艦店をはじめ、新規店舗の展開を積極的に推進
しました。一方、日本市場では、直営店で展開するグローバルコレクショ
ンに対する反響がきわめて大きく、日本国内での直営事業に関する当社
の前向きな見通しを裏付ける結果となりました。これを受け当社では、
ライセンス契約に基づく店舗展開から直営店への移行を 2015年度末
までに完了する予定です。

本年度、当社の道しるべとなった 4つめの経営テーマは、あらゆる事
業活動における「生産性の向上と実行責任の遂行」です。

収益性の改善を目的として数年にわたり積み重ねてきた取り組みを足
がかりとして、現在バーバリーではグループ一丸となり、さらなる生
産性向上と効率化を意識したマインドセットの定着を推進しています。

実際の収益として実を結ぶまでには一定期間を要するテーマではあり
ますが、一方で、早くも 2014年度中に達成したいくつかの成果が、
当社の進むべき方向性を示唆しています。具体的には、小売分野の
生産性向上に焦点を当てた集中的な業務改革、営業費用の精細な見
直し、ガバナンス構造の簡素化といった取り組みが、いずれも本年度
の好調な業績に貢献しています。当社では、このテーマに関して取り
組むべき課題が数多く残されていることを自覚し、2015年度も引き続
き改善に向けた計画を実行していきます。成果を生む実行責任を果た
すことこそが、バーバリーグループの明確な総意です。

生産性向上を目指す計画と並び、本年度は、社会と環境に対する
企業責任の遂行についても重点分野として積極的な取り組みを実
施しました。この分野での主な実績としては、ペルーにおける持
続可能な農法による綿の生産開始、ラグジュアリー商品の小売製
造業では初となる「英国生活賃金」採用企業の認証取得、社外組
織および当社の慈善団体「バーバリー基金」との連携により、才
能ある若者に活躍のチャンスを提供する慈善活動などが挙げられます。
また今後も、「バーバリー基金」をはじめとする慈善団体に対して年
間利益の 1％を寄付する活動を続けていきます。当社では、事業活動
を行う地域の社会と環境に対する企業の共同責任は、社員ひとりひと
りが互いに対する責任を全うすることなくして果たし得ないと考えてい
ます。このため、グループの全社員に対し、確かな協力関係の構築
と「ワンチーム」の発想を浸透させる活動を継続しています。仕切りのな
いオープンスペース設計を採用した本社ビルへの移転も、こうした考え方
に基づくものです。大手ソーシャルネットワークLinkedIn（リンクトイン）
による「2014年度働きたい企業ランキング」でバーバリーが世界 36
位にランクインしました。当社が培った独自の企業文化は、優れた人
材を呼び、安定した定着率を維持し、より高い戦略目標を実現する上
で大きな役割を果たしています。その役割の重要性を踏まえ、当社では、
コアストラテジーに企業文化に関する新たな一項を加え、継続的な最
優先事項として取り組んでいくこととしました。

本年度は、変化の多い市況のもとで、ラグジュアリー部門全般にわた
り数多くの課題と向き合うことになりました。さらに2015年度以降も、
変動の激しい事業環境が続くものと予測されます。バーバリーは、厳し
い条件下でもなお好調な業績を達成したグローバルチームの健闘を讃
えながら、2014年度の幕を下ろしました。当社の各部門では、販売チャ
ネル、商品分野、地域を問わず、あらゆる機会を捉え、前年度を凌ぐ
実績の達成を目指しています。起伏の激しい事業環境のなかで、こう
した目標を実現するには、まず当社の企業力により解決できる課題に
焦点を当て、常に迅速で敏捷な対応をはかることが重要だと考えてい
ます。バーバリーグループは現在、かつてないほど明確な基準のもと
に注力すべき課題と向き合い、目標の達成に向け全社一丸となってい
ます。

最後に、当期の特筆すべき実績に貢献した 11,000人にのぼるバーバ
リーの仲間たち、当社の取り組みに多大なご支援をいただいたビジネ
スパートナーの皆様、お客様、株主各位に対する心よりの御礼をもって、
ご挨拶とさせていただきます。全社員に深く愛され、自身も敬愛する
この企業で、皆様とともに歩める光栄に感謝しながら。

経営戦略—トップメッセージ
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上級経営チーム（写真左から）
ポール・プライス	最高マーチャンダイジング責任者	
スティーブ・サックス	最高顧客責任者
ドナルド・コーラー	最高マーチャンダイジング業務責任者
シモーナ・カッタネオ	上級副社長（ビューティ部門）
ファブリツィオ・ファブロ	上級副社長（クリエイテイブ業務）
ジョン・スミス	最高執行責任者（COO）
サラ・マンリー	最高マーケティング責任者（CMO）
マイケル・マホニー	最高総務責任者/ 法律顧問
ロベルト・カネバリ	最高サプライチェーン責任者

クリストファー・ベイリー	最高クリエイティブ責任者（CCO）/最高経営責任者（CEO）
グレッグ・ストッグドン	上級副社長（クリエイティブメディア）
マット・マクエボイ	経営戦略および新規事業開拓責任者
リュック・ゴワダダン	最高デザイン責任者	
アンドリュー・マーグ	EMEIAおよび南北アメリカ地域 CEO
ジャン・ホップ	南北アメリカ地域代表取締役
キャロル・フェアウェザー	最高財務責任者（CFO）
パスカル・ペリエ	太平洋地域 CEO
スティーブン・ギルバート	上級副社長（建築部門）
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バーバリーグループ事業概要

バーバリーは、デザインへのこだわり、革新的な取り組み、そして 
クラフツマンシップによって英国を代表するラグジュアリーブランドへと成長し
ました。ここでは、当社の事業と経営モデル、販売チャネルに関する情報、

地域展開、商品、および関連市場の概況についてご説明します。

経営戦略 

13	 ビジネスモデル	

14	 経営モデル

15	 チャネル展開

16	 地域展開

17	 商品展開

19	 市場概況
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1856 年創業のバーバリーは、英国ならではの個性が光る世界的なラグジュア
リーブランドです。創業以来バーバリーは、そのデザイン、革新性、そしてクラ
フツマンシップにより確固たる名声を築いてきました。130 年以上前に創業者
トーマス・バーバリーが新素材「ギャバジン」を開発してブランドを立ち上げて
から現在に至るまで、常にアウターウェアが当社の主軸事業でした、その代表
アイテムが、バーバリーを象徴する「アイコン」商品であるトレンチコートです。

バーバリーでは 4つの経営テーマに基づき、世界各国で一貫した事業活動を展開しています。
それぞれのテーマは以下のとおりです。

顧客中心主義
バーバリーの事業活動の中心にあるのは、お客様の存在です。当社では、
オンライン、オフライン双方のチャネルを活用して、顧客の理解、顧客と
の信頼関係、サービスに関する業界リーダーとなることを目指しています。

 · より効果的な顧客対面型イベント/サービスの企画と実施に関する
継続的な取り組み

 · オンライン/ 実店舗の統合と改革による、購買チャネルの垣根を感
じさせないブランド体験の提供

ブランド重視の事業活動
当社の事業を牽引するのはバーバリーというブランドの持つ力であり、
すべての意思決定は長期的な視野に立って行われます。

 · 豊かな文化と歴史に裏付けられた英国の伝統	
 · クラフツマンシップ、革新性、デザイン、クリエイティブな発想が
主な特長

 · 性別、世代、国籍を超えて幅広い層に支持される魅力
 · デジタル/ソーシャルメディアおよび既存媒体に支えられた革新的
なクリエイティブ企画と実績	

銘品による名声の確立
バーバリーは、高品質で個性ゆたかな商品の創造、デザインと製造
工程に関するたゆまぬ改革を皆様にお約束しています。

 · 英国製ヘリテージ・トレンチコート、カシミアスカーフをはじめと
する世界に名だたる「アイコン」商品

 · アパレル（ウィメンズ、メンズ、チルドレンズ）およびアクセサリー、
ビューティ（フレグランス、メイクアップ）の 5部門で事業展開

生産性の向上と実行責任の遂行
バーバリーでは、業務の生産性向上と効率化、目的達成のための
実行責任の遂行に、組織をあげて取り組んでいます。

 · 持続性を意識した商慣行の徹底
 · テクノロジーと企業資産の有効活用による組織全体の効率 /生産
性の向上

 · 強固な相互協力態勢を生むチーム制に基づく組織運営のアプ
ローチ	

当社では、商品のデザイン、製造、素材調達、販売を一貫してバーバリー
のブランド名のもとに展開しています。商品のデザインと開発について
はロンドン本社を中心に行う一方で、生地と各種素材の調達、完成ま
での製造工程は、英国内の自社工場、およびヨーロッパ地域を中心と
するサプライヤー各社と連携して行っています。クリエイティブおよび
マーケティングの分野に関わるコンテンツとプログラムは自社内で立案
することで、ブランドと商品に対するお客様の信頼感を高めています。	

バーバリーの商品は、世界各国で展開する当社の実店舗と公式オン
ラインストア Burberry.com、および社外の卸売企業を通して、オン
ライン/オフライン双方のチャネルで販売しています。また一部の分
野については、事業の積極的な拡大を目的として、その分野の商品
と流通に豊富な経験と実績を持つビジネスパートナーとライセンス契
約を結んでいます。こうした事業活動を世界各国で展開しているのが、
11,000人におよぶバーバリーのグローバルチームです。

経営戦略—バーバリーグループ事業概要

ビジネスモデル：際立った個性を持つ 
世界的なラグジュアリーブランド
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*	 欧州、中東、インド、アフリカ

経営戦略—バーバリーグループ事業概要

バーバリーの事業は、販売チャネル、地域、商品部門ごとに
計画され、各職務を担当する部署により遂行されます。

経営モデル

業務機能

地域

チャネル

商品

デザイン/	
クリエイティブメディア

人材、業務、IT、財務、総務

アクセサリー、ウィメンズ、メンズ、チルドレンズ、ビューティ

アジア太平洋、EMEIA*、	
南北アメリカ

小売（オンライン/オフライン）、
卸売、ライセンス

商品開発、サプライチェーン、	
マーチャンダイジングとプランニング

マーケティング、	
アーキテクチャ、顧客インサイト

ビジネスモデル

デザイン 製造 調達 販売
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バーバリーは、小売（オンライン/ オフライン）と卸売の各販売チャネルを通じて商品を販
売しています。2014 年度の当社の収益に対して小売部門が占める割合は 71%、卸売部門

は 26％となりました。さらに当社では、世界各国で展開するライセンス契約を通して、 
パートナー企業が持つ地域市場と技術に関する専門知識を有効活用しています。

小売

18億700万ポンド
＋14%

ライセンス

6,800万ポンド
＋ 0%

卸売

6億4,800万ポンド
＋ 6%

チャネル別収益
成長率は為替変動の影響を除外した前年比（実質）です。

ライセンス
ライセンスパートナーからの収益：日本（グローバル展開
商品（アイウェア、時計）のライセンス）および欧州（チル
ドレンズ商品卸売ライセンス）からの収益が 80%
 · 実質成長率 0%
 · 	5,300万ポンド（日本からの前年度末ロイヤルティ
収益）

 · グローバル展開商品（アイウェア、時計）のライセ
ンス収益は実質横ばい

日本のライセンス契約は 2015年度中に終了日本市場に
おけるバーバリーの事業計画につきましては 31ページの
「新たな成長市場の開拓」をご参照ください。

卸売
百貨店、マルチブランド取り扱い専門店、トラベル・
リテール、フランチャイズ加盟店（バーバリー 67店舗
を運営）、代理店 80社（バーバリービューティ商品取
り扱い）
 · 実質成長率 6%（1%：ビューティ部門を除く実績）
 · ビューティ部門卸売収益 1 億 7,500 万ポンド
（実質 25%増）

小売
直営店 214店、百貨店テナント213店、デジタルコマース、
アウトレット店舗 57店
 · 実質成長率 14%
 · 既存店ベース売上高成長率 9%
 · 新規オープン直営店 16店（ロサンゼルス / 大阪の
旗艦店および空港内 7店を含む）

経営戦略—バーバリーグループ事業概要

チャネル展開
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バーバリーは世界 3 地域で事業展開しています。 
2014 年度、当社の小売 / 卸売収益に対し、アジア太平洋地域の 

売上が占める割合は 38%、EMEIA（欧州、中東、インド、アフリカ）が 35%、 
南北アメリカが 27%となりました。

南北アメリカ
 · 実質成長率 16%
 · 収益に対して小売が占める割合 65%
 · 既存店ベース売上高は 2桁台の成長率
 · 米国におけるデジタルチャネルのシェアは世界平
均の 2倍超

EMEIA
 · 実質成長率 12%
 · 収益に対して小売が占める割合 65%
 · 既存店ベース売上高は 2桁台の成長率
 · 直営店売上の約 50%を担う顧客は海外旅行中の
ラグジュアリー商品購買層

アジア太平洋
 · 実質成長率 9%
 · 収益に対して小売が占める割合 85%超
 · 既存店ベース売上高は 1桁台後半の成長率
 · 香港市場での客足の大幅な低下が下半期の実績
に影響

アジア太平洋	

9億3,800万 
ポンド
直営店 63店
テナント143店

EMEIA	

8億6,900万 
ポンド
直営店 73店
テナント 62店

南北アメリカ	

6億4,800万 
ポンド
直営店：78店
テナント：8店

小売 /卸売収益（地域別）
成長率は為替変動の影響を除外した前年比（実質）です。

地域展開

経営戦略—バーバリーグループ事業概要
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小売 /卸売収益（商品別）
成長率は為替変動の影響を除外した前年比（実質）です。

チルドレンズ

7,800万ポンド
+1%

ビューティ

1億8,500万ポンド
+26%

アクセサリー

8億9,200万ポンド
+12%

ウィメンズ

7億4,300万ポンド
+11%

メンズ

5億5,700万ポンド
+10%

バーバリーはアパレル、アクセサリー、ビューティの各分野で、幅広い商品を展開しています。
2014 年度、当社の小売 / 卸売収益に対しアクセサリー部門が占める割合は 36%、 

アパレル部門ではウィメンズが 30%、メンズが 23%、チルドレンズが 3%、 
ビューティ部門は 8%となりました。

経営戦略—バーバリーグループ事業概要

商品展開

チルドレンズ
 · 実質成長率 1%
 · 小売展開の最適化実施により卸売が成長率を牽引
ビューティ	
 · 実質成長率 26%	
 · 女性向けフレグランス「マイ・バーバリー」の発売
が成長率を後押し

 · コンセプトストア「バーバリー・ビューティボックス」
の第 2号店をソウルに開店

ウィメンズ
 · 実質成長率 11%
 · ヘリテージ・トレンチコートが増収を牽引
 · シェア未開拓の「ドレス」カテゴリーが好調な実績
を達成

メンズ
 · 実質成長率 10%	
 · ヘリテージ・トレンチコートが増収を牽引	
 · 「テーラリング（仕立てスーツ）」が好調な実績を達成
 · 米国で卸売体制の合理化を実施：小売で成長率が
好調な伸び

アクセサリー
 · 実質成長率 12%
 · ヘリテージ・スカーフ/ランウェイに登場したポン
チョが目標を凌ぐ売上を達成

 · アクセサリー売上高に対してメンズが占める割合は
約 20%
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マクロ経済の動向
2014年、世界経済の成長率はアナリストの予測を下回る 3.4%に留
まり、2013年と並ぶ低い水準で幕を閉じました。年間を通して経済動
向を特徴づけたのは、ロシアと中東に依然として残る地政学的な不安
要因と、先行き不透明なユーロ圏の経済に関する新たな懸念でした。
また、1年間で半分以下に急落した原油価格の影響により、地域を問
わず根強い低インフレが課題となった年でもありました。主要先進国
の経済では、米国で緩やかな回復基調が続いており、堅調な就業率
の上昇とエネルギー価格の低下が消費者信頼感の高まりを牽引して、
GDP年間成長率が 2.4%に上昇しました。アジア地域では、不動産
価格と設備投資の低迷により、中国の経済成長率が	2013年の7.8％
から7.4%へと、やや減速に向かう気配を見せました。また日本経済は、
2013年の堅調な推移にも関わらず、消費税率の引き上げに伴う深刻
な消費の冷え込みが打撃となり、2014年後半には、再び景気後退に
陥りました。一方、ユーロ圏に目を向けると、地域全体に高まる政情
不安を抱えつつも、2014年には、再び成長軌道に戻しています。国別
では、欧州最大の経済圏ドイツが 1年間で 0.2%から1.5%へと高
水準の成長率を達成し、横ばいで推移するフランスと、景気後退が続
くイタリアの低迷を相殺する格好となりました。これに反し、新興各国
におけるラグジュアリー商品市場の成長率は伸び悩み、この傾向は特
にロシアとブラジルで顕著になりました。

ラグジュアリー市場の動向 *
国別市況
世界経済が直面する厳しい現状を背景に、2014年のラグジュアリー
商品市場における小売価格の成長率に関するアナリストの見通しは、
2013年の 3%に対し、やや減速気味の 2%に留まりました。実績
ベースで見ても、為替変動の影響を排除した市場成長率は約 5%と、
前年に比べ緩やかな減速傾向に突入しました。世界市場全体で見ると、
2014年は米国市場がラグジュアリー商品の売上を牽引する役割を果
たしました。為替変動の影響を排除した米市場の成長率は、2013年の
9%に対し 6%に留まっています。中国からの旅行者が主な牽引力と
なり、一部地域ではラグジュアリー商品の売上が引き続き安定した成長
を維持しました。一方、世界有数のラグジュアリー市場である香港では、
2014年後半に発生した政情混乱の影響により、小売市場での売上低
迷と中国本土からの旅行客の減少を招く結果となりました。中国本土†	

におけるラグジュアリー商品の売上は、政府が実施する倹約令の影響
による贈答品の需要低下に伴い、実質ベースの縮小が続きました。しか
し国内市場の低迷とは裏腹に、中国から国外への旅行者の旺盛な購買
力に支えられ、特に中国以外のアジア諸国と欧州各国において、ラグジュ
アリー商品の売上が堅調に伸び続ける結果となりました。

とはいえ、欧州のラグジュアリー商品市場には依然として課題が多く、
為替変動の影響を排除した実質市場成長率でも、2014年は、2013
年の 4%を下回る 2％に留まる結果となりました。欧州地域の成長を
左右する旅行者の消費についても、ほとんどの国で減速の傾向がみら
れました。これは特に、ロシアと日本の消費者の購買力低下が影響し
たものと考えられます。マクロレベルでの経済課題を数多く抱えつつも、
日本のラグジュアリー商品市場は、実質 10%という大幅な成長率を

達成しました。国内の物価上昇にも関わらず、バーバリー商品の人気、
売上ともに 2014年も堅調に推移し、さらに中国から訪れる大量の旅
行者による消費が、日本市場の伸びを後押しする格好となりました。
韓国も同様に、中国からの旅行者の増加が好材料となり、為替変動
の影響を排除した実質市場成長率で 4%を達成しました。

販売チャネルの動向
世界的にデジタルコマースの重要性が引き続き高まり、為替変動の影
響を排除した実質成長率で 30%の伸びとなりました。米国市場がデ
ジタルチャネルの実績を牽引する一方で、成長率の大幅な上昇を見せ
たのはアジア市場でした。デジタルコマースにおける大きな変化として、
モバイルのシェア拡大と、これによる納期の短縮が挙げられ、実店舗
との競合が過熱しつつあります。デジタルチャネルの急激な普及に押
される格好で、ブランド各社は、商品販売と顧客コミュニケーション
の双方において、多チャネル化戦略の推進に積極的に取り組みはじめ
ました。一方、ラグジュアリー商品の重要な販売チャネルとして新た
に頭角を現してきたのが各地の空港でした。2014年の市場成長率は
10%、世界のラグジュアリー商品市場の売上に対する割合も 5%を
占める勢いで成長を続けています。フレグランスとメイクアップ商品が、
空港チャネルの定番として安定した売上に貢献する一方、空港インフ
ラの整備と世界的な旅行需要の高まりにより、アパレル、アクセサリー
を含むその他のラグジュアリー商品の品揃えも拡大していく傾向にあ
ります。とはいえ、ラグジュアリー商品市場の伸びを牽引する原動力
として小売チャネルの重要性は依然として高く、卸売りチャネル全般の
合理化傾向を埋め合わせる役割を果たしています。

商品の動向
商品カテゴリー別の市場では、アクセサリーが 4%の成長を達成して
引き続き堅調な伸びを見せ、特にメンズ商品に対する需要の高まりが
顕著になりました。アパレルでは、ウィメンズの伸びがメンズを上回り
ました。メンズの実績低迷に関しては、中国市場における売上鈍化の
影響を受けたものと考えられます。

市況予測
市場アナリストの予測によると、ラグジュアリー分野の中期的な成長は、
為替変動の影響を排除した実質成長率で 1桁台前半から半ばが期待
されており、成長の主な牽引役になるとみられるのが、米国市場、そして
国内消費の減速を織り込みつつも中国市場の消費者です。ただし香港
市場に関しては、依然として不透明な先行きとなっています。長期的
な成長予測では、新興各国における高購買力層の増加と急激な都市
化という人口動態の好材料に支えられ、今後も引き続き安定した伸び
が期待されています。さらに、こうした見方の裏付けとして、海外旅行
の需要の高まり、デジタル機器のさらなる普及拡大といった社会経済
的な好材料も指摘されています。

注記：
特別な記載のない限り、本項中のデータはすべて暦年に基づくものです。
*	 	出典：ベイン・アンド・カンパニー/アルタガンマ財団「2014年世界の高級品市場レポート」
（2014年 10月）
†		「中国本土」は香港、台湾、マカオを除く地域を指しています。

経営戦略—バーバリーグループ事業概要
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コアストラテジー

経営戦略 

バーバリーは一貫した経営戦略に基づく職務の遂行を重視しています。
2014 年度は、これまでのコアストラテジーを進化させ、 

事業の全容と長期的な目標がさらに的確に反映されるようにしました。 
ここでは、その詳細についてご説明します。

22	コアストラテジー

23	重要業績評価指標

25	 インスピレーションを生むブランド活動

27	 商品ポテンシャルの最大化

29	販売チャネルの最適化

31	 新たな成長市場の開拓

33	オペレーショナルエクセレンスの推進

35	企業文化の確立
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経営戦略—コアストラテジー

コアストラテジー

バーバリーは、一貫した経営戦略に基づく職務の遂行により、安定した成長を 
実現してきました。2014 年度は、これまでのコアストラテジーを進化させ、 

事業の全容と長期的な目標がさらに的確に反映されるようにしました。

5つのコアストラテジーの新たな概要は以下のとおりです。さらに当社では、6つめの戦略として「企業文化の確立」を加えることを決定しました。
これは、当社の成功を支える独自の企業文化と価値観について、その重要性を再認識するために採用したものです。

「フランチャイズの有効活用」から	
「インスピレーションを生むブランド活動」へ。

お客様とバーバリーが出会うあらゆる場面で、インスピレーションと信頼を感じさせ
る一貫したブランドメッセージを発信していくという点をより明確に示したものです。

「アクセサリー商品の強化」から	
「商品ポテンシャルの最大化」へ。

カテゴリーを限定せずに、商品展開のバランスを改善しながら、成長の機会を増や
していきます。

「小売主導の成長を加速」から	
「販売チャネルの最適化」へ。

小売チャネルに関する経営モデルの改革と、直営/委託、オンライン/オフラインを
問わず、市場につながる各ルートの最適化を強く意識して業務に取り組んでいきます。

「新興市場への投資」から	
「新たな成長市場の開拓」へ。

市場の成熟、未成熟を問わず、あらゆる機会を捉え、バーバリーの事業領域を	拡大、
発展させていきます。

「オペレーションエクセレンスの推進」 バーバリーの伝統的な業務方針に従い、事業分野を問わず、効率化と生産性向上に
焦点を当てたあらゆる取り組みを実行していきます。

「企業文化の確立」 新たな戦略として、バーバリー独自の個性的な企業文化を確立し、その価値観をあ
らゆる業務に反映していきます。

ここでは、上記のコアストラテジーに基づく2014年度の主な事業活動と、当社KPI（重要業績評価指標）に基づく業績達成状況についてご報告します。
また当社では、コアストラテジーの進化に伴い、業績達成の測定方法についても新たに見直しと精緻化を実施しました。
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バーバリーでは業績達成の水準を幅広い方法で検証しています。経営メンバーは以下の
KPI（重要業績評価指標）を使用して経営戦略に基づく業績の達成状況を測ります。 

コアストラテジーの進化に伴い、KPI についても新たに見直しを実施しました。

財務指標
バーバリー取締役会では、当社経営陣の立案する戦略目標と、株主の皆様の長期にわたる利益が一致することが重要であると考えています。
こうした理由から、役員報酬の決定に際しては、当社のコアストラテジーに基づく下記の各指標をベースとした実績達成状況を参考にしています。
俸給報酬制度の詳細に関しては、本報告書の 83ページより103ページをご参照ください。

KPI コアストラテジー 実績

収益成長率 *
お客様に対するバーバリーブランドの訴求力を販
売方法を限定せずに測る指標です。

	当社収益に関する詳細は 43ページより48ページ
をご参照ください。

実績
2014年度の為替変動の影響を排除した収益成長率は、14%の伸びを達成した小売に牽引され11%を記録しました。また、卸売では 6%の成長、
ライセンスは、いずれも当社ガイダンスどおりの横ばいとなりました。

特定項目を除く調整済 PBT（税引前利益）	
成長率 *#
特定項目を除く調整済 PBT成長率は、KPIと役員
報酬決定の際に参照する各指標を連動させるため
の目安です。特定項目を除く調整済PBT成長率は、
投資家の皆様が企業の実質的な実績を測る際に
使用する主要指標としても使われています。

実績
2014年度の特定項目を除く調整済税引前利益は、為替差損 3,800万ポンドを差し引いた 4億 5,600万ポンドを記録し、為替変動の影響を排
除した実質成長率は 7%を達成しました。小売 /卸売の為替変動の影響を排除した実質成長率は 8%、ライセンスは 1%となりました。

特定項目を除く調整済小売 / 卸売 ROIC 
（投下資本利益率）
ROIKは、KPIと役員報酬決定の際に参照する
各指標を連動させるための指標です。特定項目
を除く調整済小売 /卸売 ROICは、事業への投
下資本に見合う充分な利益を達成するため、自己
資本の活用状況を測る指標です。新規事業に対し
て積極的な投資を実施している当社には特に重要
な KPIとなります。この指標基づく実績は、特定
項目を除く税引後営業利益を小売 /卸売分野の
期中平均運転資本で割ることにより算出します。

実績
2014年度の小売 /卸売 ROICは、為替変動のマイナス影響と新規小売店の展開により17.8%に留まりました。

2014年度

2012年度

2011年度

2010年度

2,523 +11%

100万ポンド 実質成長率

2,330 +17%

1,999 +8%

1,857

1,501  

+23%

+24%

リテール 卸売 ライセンス

2013年度

456 +7%*

461 +8%*

428 +13%*

376

298  

+24%*

+36%*

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

100万ポンド 実質成長率

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

+17.8

+19.6

+19.0

 

+20.0

+19.2

%

販売チャネルの最適化インスピレーションを	
生むブランド活動 

商品ポテンシャルの	
最大化

新たな成長市場の開拓 オペレーショナル	
エクセレンスの推進

企業文化の確立	
コアストラテジー	

経営戦略—コアストラテジー

KPI（重要業績評価指標）
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KPI コアストラテジー 実績

既存店ベース売上高成長率
既存店の生産性に関する成長率を測る指標です。
閉店 / 改修中の店舗を除外し営業実績が 12カ
月を超える小売店舗を対象とした売上高の年間
成長率として示します。また、この指標にはデジ
タルチャネルの収益を含みます。

実績
2014年度の既存店ベース売上高成長率は 9%を記録。南北アメリカとEMEIAで 2桁台の成長率を実現する一方で、アジア太平洋地域では下
半期の香港における減速が響き 1桁台半ばの成長率となりました。

特定項目を除く調整済小売 /卸売営業利益率 #

営業レバレッジと厳格なコスト管理を両立しつつ、
将来的な成長をもたらす慎重な投資戦略と長期的
なブランド価値の確立を目指すための指標です。

実績
2014年度の営業利益率は、為替変動のマイナス影響を反映して 16.3%（為替変動の影響を排除した実績は 16.9%）に留まりました。営業レバレッ
ジと徹底したコスト管理による穏やかな成果が、ワンオフ商品の在庫コスト、新たな地域展開といった複数の要素に相殺される格好となりました。

特定項目を除く希薄化後 1株当たり利益（EPS）#
EPS成長率は、収益性の向上を評価する上で、
株主の皆様にとっても重要な指標です。

実績
2014年度の特定項目を除く希薄化後 EPSは、実質成長率と利益の公表実績に対する為替変動のマイナス影響を反映して 2%上昇の76.9ペン
スとなりました。

その他の指標
財務指標と並び、当社の意思決定とグループ全体の業績を株主の皆様にご報告する上で有益に活用できる指標です。2017年に向けた環境目標の
達成状況をはじめ、バーバリーが世界各国で実施中の社会的責任 / 環境責任に対する取り組みの詳細については 38ページより 41ページをご参
照ください。今後も、社会 / 環境への取り組みつきましては随時ご報告していく予定です。

2014年度のコアストラテジーに基づく目標達成の状況を測るには、このページでご紹介した KPIがより有効であると当社は考えています。アクセ
サリー、店舗数、新興市場における店舗数、および小売 /卸売の売上高総利益に関する成長率を測るKPIは現在使用しておりません。2014年度の
当社の実績詳細につきましては 43ページより 48ページの「バーバリーグループ財務情報」をご参照ください。

注記：
「実質成長率」の定義は 43ページをご参照ください。
*	 為替変動の影響を排除した実績
#	「特定項目を除く調整済 /希薄化後」の定義は 43ページをご参照ください。
~	 ROICの調整につきましては本報告書の 162ページをご参照ください。

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

9

12

5

14

11

%

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

16.3

17.5

17.8

16.4

15.6

%

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2010年度

76.9 +2%

75.4 +8%

70.0 +14%

61.6 +26%

48.9 +39%

ペンス 公表成長率

経営戦略—コアストラテジー
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若さと伝統を合わせ持つ企業として、バーバリーは常に過去から学び、
そこから未来の創造を目指すとともに、ブランドを象徴する不朽の銘
品の数々の素晴らしさに折りにふれ焦点を当ててきました。当社では、
ランウェイショー、マーケティング活動、キャンペーンの顔となる著名人
や音楽の起用などブランドと世界のお客様をつなぐ多様な活動にこの
考え方を取り入れ、デジタルチャネルと顧客インサイトを有効活用して、
お客様に充実したブランド体験を提供しています。

2014年度、この戦略から生まれた「ヘリジテージ・キャンペーン」では、
英国をルーツとするバーバリーの「アイコン」商品であるヘリテージ・
トレンチコートとカシミアスカーフが一年を通して大きな反響を獲得し
続けました。

2014年度重点取り組み分野

ランウェイショーとの連動
バーバリーでは、ロンドンで開催する年 4回のランウェイショーを世
界中のお客様にライブストリーミング配信することで、これまで以上
にブランドを身近に感じていただいています。本年度、当社では他企
業との革新的なコラボレーションによる充実したブランド体験の提供に
注力しました。

 · YouTubeでは、2015年春夏ウィメンズウェア・コレクションのラン
ウェイショー期間中、バーバリーに関する多彩な映像とコンテンツ
を閲覧できる相互リンクを準備し、お客様に奥行きのあるブランド
情報を配信しました。

 · LINEとの提携により、日本のお客様に向けた初の試みとして 2015
年秋冬ウィメンズウェア・コレクションのライブ中継を実施、リアル
タイムでショーの臨場感をお届けしました。

 · Twitterでは、ショーの画像掲載に加え、Twitcamを通して世界中
のお客様に向けてライブ映像を中継しました。

 · お客様にバーバリーのブランドイメージをお伝えする要素として、音楽
もまた重要な役割を果たしました。ランウェイショーでは、当社の
オンラインサイト「バーバリー・アコースティック」で紹介した英国
の若手アーティストらがライブパフォーマンスを披露しました。ラン
ウェイショーのライブ映像は、iTunesからダウンロードしてお楽し
みいただくこともできます。

 · 当社の 5つめの商品部門となるビューティ部門も、ウィメンズウェ
アのランウェイショーで積極的なプロモーション活動を展開しまし
た。ランウェイを歩くモデルにはバーバリー・ビューティの商品でメ
イクが施され、オンラインストアの「ランウェイ・メイド・トゥ・オーダー」
では、新シーズンのネイル・コレクションの予約受付を実施しまし
た。2015年春夏のショーでは、Twitterの e-コマース連動機能「今
すぐ購入」を通して米国内のお客様にビューティ商品を販売、この
機能を活用してメイクアップ商品を販売した初の例となりました。

旗艦市場への注力
本年度、バーバリーでは旗艦市場に新規店舗を複数オープンし、出店
地域全体を巻き込む大規模なオープニングイベント、および多様な
マーケティング/ソーシャルメディアを駆使したキャンペーンを実施しま
した。

 · 上海旗艦店では、ステージ上にロンドンの街並みを再現した劇場
型空間を舞台に「Dreams	of	London」と題したオープニングイベ
ントを実施、バーバリーならではのクリエイティブな発想と伝統の
魅力をロンドンから上海にお届けしました。さらにモバイルメッセン
ジャーのプラットフォームWeChat（微信）と提携し、モバイル機
器を通して世界各国にイベントの模様を配信しました。既存メディ
アとオンラインを駆使した積極的な情報発信により、「Dreams	of		
London」は中国のみならず世界中でブランド認知の向上と顧客エ
ンゲージメントの強化に貢献する成果をあげました。

 · 米国ロサンゼルス市ロデオドライブの旗艦店オープンでは、LA名所の
「グリフィス天文台」を舞台に「London	 in	Los	Angeles」と題し
たイベントを開催。スマートフォン向けの画像動画共有アプリケー
ション Snapchatを使った情報発信を行うとともに、新しい動画
ライブ配信サービス Periscopeを通して、ランウェイショー会場
のレッドカーペットを歩くセレブ達の様子を生中継するという初の試
みを実施しました。さらにイベント期間中には、トレンチコートの伝
統を伝える当社のソーシャルプラットフォーム「アート・オブ・ザ・ト
レンチ・イン・ロサンゼルス」の立ち上げ、期間限定商品のコレクショ
ン発表をはじめとする多彩なプロモーション活動を行い、バーバリー
とロサンゼルスの街の魅力を世界のお客様にお伝えしました。

 · 日本市場では、グローバル・コレクションを展開する直営店のオー
プンをはじめとする事業戦略の刷新を実施しました。

 · 2014年 12月には、韓国ソウル市内にアジア初出店となる「バーバ
リー・ビューティボックス」の第 2号店をオープンしました。ロンド
ン市コベントガーデンの第 1号店のコンセプトを発展させたこの店
舗では、ファッション、アクセサリー、ビューティの各商品をひとつ
のスペースの中でお試しいただけます。

お客様とバーバリーが出会うあらゆる場面で、インスピレーション
と信頼を感じさせる一貫したブランドメッセージを発信します。

経営戦略—コアストラテジー

インスピレーションを生むブランド活動 
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革新的なマーケティング活動	
お客様とブランドの絆を強化するため、バーバリーでは、あらゆるタッ
チポイントを駆使して、お客様ひとりひとりのニーズに合わせた奥の深
いブランド体験の提供に取り組んでいます。当社は本年度も、ソーシャ
ルメディアで支持される代表的なラグジュアリーブランドとなりました。
Facebookでは 1,600万人を超えるファンを獲得、Twitterでは 300
万件を超えるツイートを生み、Instagramの投稿件数は 200万件を
超えました。

また、年間を通して伝統と歴史を意味する「ヘリテージ」というテーマ
のもとにマーケティング活動を展開し、ブランドを象徴するアイコン商
品である英国製トレンチコートとスカーフの拡販と、パーソナライゼー
ション・サービスの拡充に努めました。

「マイ・バーバリー/ヘリテージ」連動キャンペーン
 · 2014年 9月、当社では、女性向けフレグランス「マイ・バーバリー」
を新発売、「ヘリテージ」の名を冠した商品シリーズの販促と連動し
たキャンペーンを実施しました。このキャンペーンでは、英国を代
表するファッションモデルのケイト・モスとカーラ・デルヴィーニュ
がバーバリーのヘリテージ・トレンチコートに身を包んだ姿で登場し
ました。

 · パーソナライゼーション・サービスの拡充に関する取り組みとして、
マイ・バーバリーの商品ボトルにお客様のイニシャルを入れるオンラ
イン限定サービスをオンラインサイトBurberry.comと一部小売 /
卸売店で開始しました。キャンペーン期間中には、ロンドンとニュー
ヨークを結ぶ限定ウェブサイトや各ソーシャルメディアで、多くのお
客様の参加によりキャンペーンに関する情報交換が活発に行われま
した。

フェスティブ・キャンペーン
 · バーバリーでは、2014年度のクリスマスシーズンに向け、「From	

London	with	Love」と題したフェスティブ・キャンペーンを実施、
デヴィッド・ベッカム選手の次男ロメオ・ベッカムを起用したプロ
モーションフィルムを配信しました。このフィルムは、既存メディア
とソーシャルネットワークを通して記録的な反響を呼び、Facebook
とYouTubeにおいて、キャンペーン開始の 1週間後には 500万回、
クリスマス当日までに 900万回を超える閲覧数を達成し、同時に
屋外広告、映画館、バーバリーが運営するソーシャルメディア 10サ
イトでも世界中のお客様にお楽しみいただきました。

 · また大手パートナー企業との提携により、旗艦市場でのブランド認
知を高める多種多様な活動が可能になりました。一例としては、英
国のラグジュアリーブランドとしては初めて、パリを象徴する百貨店
プランタンと共催したフェスティブ・キャンペーンがあります。期間
中は、店内の吹き抜け、ウィンドウ、正面玄関に、お客様が参加
してお楽しみいただける双方型のディスプレイを展示するとともに、
キャンペーン限定商品の販売を実施しました。

業界を超えた評価	
2014年度も、バーバリーはクリエイティビティとビジネス双方で、高い
評価を獲得しました。ここでは、その一部をご紹介します。

 · 世界各国の雑誌で 400件の関連記事掲載

 · クリストファー・ベイリー CEOが英国版「GQ」誌の「Men	of	The	
Year（マンオブザイヤー）」を受賞

 · Interbrand社「Top	100	Global	Brand（世界のトップブランド100）」
5年連続入賞

 · Fast	Company誌「Most	 Innovative	Brand	 in	Retail（最も革
新的な企業	小売部門）」7位受賞	

 · Brand	Finance 社発行「グローバル 500レポート」の「Most	
Powerful	Brand（世界で最も力のあるブランド）」6位受賞

経営戦略—コアストラテジー
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数年来、当社が継続的に実施してきたアクセサリー部門の強化が、本年
度の実績として表れました。今後も成長を牽引する分野として、アクセサ
リー部門に対する重点的な取り組みを続けていきます。また、シェア未開
拓の商品カテゴリーとして、メンズ部門の実績向上の機会を最大限に活
用するとともに、ビューティ部門の商品につきましても、さらなる成長を目
指していきます。

本年度は、ヘリテージ・キャンペーンの立ち上げに伴うヘリテージ・ト
レンチコートとスカーフに対するお客様からの反響に支えられ、アウ
ターウェア分野が引き続き当社最大の実績を残す結果となりました。
当社では、スカーフをはじめとする「ソフトアクセサリー」分野で確立
したトップクラスのシェアをさらに強化するとともに、バッグ、小型レ
ザー商品につきましても実績の向上を目指していく計画です。アウター
ウェアとソフトアクセサリー分野を合計した直営売上高では、2014年
度に 20%の成長を達成しています。

2014年度重点取り組み分野

「ヘリテージ」商品
 · 2014年度のヘリテージ・キャンペーンでは、英国製ヘリテージ・ト
レンチコートとスカーフを再登場させ、スタンダードなシルエットと
カラー、トレンチ本来の特徴的なディテールを強調したシンプルな
スタイルのコートを販売、さらにカシミアスカーフにお客様のイニ
シャルをお入れする新たなサービスを実施しました。また、300を
超える店舗でヘリテージ商品を展開する準備として、販売スタッフ
への販売研修を実施しました。本年度は、ヘリテージ・トレンチコー
トとスカーフが、あらゆるブランド/マーケティング活動の中核とし
て活躍した年となりました。

メンズ部門
 · シェア未開拓のメンズ商品につきましても、2014年度は売上高で
実質 10％の成長率を達成しました。メンズ商品の市場では卸売よ
り小売が順調に伸びており、当社では、米国市場に焦点を絞った
商品ポジショニングの刷新に引き続き取り組んでいます。小売店で
展開する商品につきましては、主力の補充商品とテーラリングアイテ
ムに支えられ、アウターウェアが売上を牽引する格好となりました。

アクセサリー部門
 · 2014年度は、メンズ、ウィメンズ双方のアクセサリー部門でヘリテー
ジ・スカーフが業績に貢献しました。また、イニシャルをスカーフに刺
繍するオンライン限定サービスがお客様の絶大な支持を集めました。
さらに、2014年秋冬ウィメンズウェアショーでフィナーレを飾った
イニシャル入りのポンチョにつきましても、お客様とメディアから大
きな反響が寄せられました。

 · 女性向け大型レザー商品の成長につきましては、主力商品の強化と
シグネチャーグレインレザーバッグの成功に支えられた実績となり
ました。

ビューティ部門
 · 本年度、ビューティとファッションを連動させた提案が、ビューティ
事業を成長に導く牽引力となるとともに、ブランド差別化にも重要
な役割を果たし、26%の実質成長率を達成しました。また、フレグ
ランス商品（ビューティ部門収益の 95%超）の収益成長につきま
しては「マイ・バーバリー」の新発売と既存商品「ブリット・リズム」
のシリーズ強化、さらに充実したサプライチェーンに裏付けられた
実績となりました。

 · トレンチコートの持つイメージをフレグランスで表現した「マイ・バー
バリー」は、ヘリテージ商品の復活キャンペーンの成功に貢献する
とともに、商品ボトルにお客様のイニシャルを入れるサービスを通して、
パーソナライゼーション・サービスの向上にも大きな役割を果たし、
バーバリー史上最大の成功を収めたフレグランスとなりました。

 · 本年度はさらに、メイクアップ商品のラインナップ拡充につきまして
も継続的に取り組みを進めるとともに、既存の商品とメイクアップ提
案による主要キャンペーンを展開、さらに新商品「アイステートメント」
「フレッシュグロウB.B.クリーム」を発売して好評を博しました。

 · 発表以来「マイ・バーバリー」は高い評価を獲得しており、本年度
は国際的な香水賞「FiFiアワード」の「Prix	D’Or（金賞）」、マリクレー
ル誌による「Prix	International	du	Parfum（国際フレグランス賞）」
を受賞しました。

アウターウェアにおけるシェアをさらに強化するとともに、アパレルとアクセサリー 
の全カテゴリーでブランドの持つポテンシャルを最大限に引き出します。

経営戦略—コアストラテジー

商品ポテンシャルの最大化
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小売チャネルの生産性とサービスの向上に明確な焦点を当て、直営 / 委託、 
オンライン/ オフラインを問わず、市場につながる全ルートの最適化に取り組みます。

販売チャネルの最適化

経営戦略—コアストラテジー

バーバリーはこれまで、小売チャネルの経営モデル改革を成功裏に進
めてきました。その成果を受け、当社ではさらに、すべての販売チャ
ネルに関する改善と最適化に着手しました。

本年度は、この戦略に基づく取り組みとして、卸売と、外部委託によ
るデジタルチャネルの強化を実施するとともに、小売チャネルの生産
性向上にも取り組みました。その結果、2014年度の小売売上では実
質 14%の成長率を記録、バーバリーグループ全収益の71%に達す
る実績を達成しました（2013年度実績：70%）。

2014年度重点取り組み分野

リアル/デジタルの垣根を超えたブランド体験	
ラグジュアリー商品購買層のお客様のあいだでグローバル化、デジタ
ル化が急速に進んでいる現状に対応し、当社ではデジタルコマースへ
の継続的な投資を実施しています。また、オンラインと実店舗の改革
を並行して行うことにより、チャネルの垣根を感じさせないスムーズな
購買体験の提供も実現しました。

 · 来店数、売上ともに当社最大の「店舗」として機能する公式オンラ
インストア Burberry.comは、現在 44カ国、11の言語で運営され
ています。

 · 当社ではさらに、モバイルサイトの強化、サーチエンジンとブラウ
ザの最適化、データの分析、顧客管理用ツールの開発、配送オプショ
ンの拡充といった取り組みを通して、お客様により充実したブラン
ド体験をお届けする態勢を整えました。

 · オンラインでご購入の商品を実店舗でお受け取りいただける「店舗
受け取り」サービスを中国と日本を含む世界 24カ国の 200店舗で
スタートさせました。このサービスを通じた売上は、デジタルチャ
ネルの収益の 20%を占めるまでに成長しました。

新たな店舗計画への投資	
バーバリーでは、旗艦地域での新店舗オープン、および移転、改装、
一部閉店も含む既存の店舗計画の最適化を通して、グループ全体の店
舗ネットワークの強化に取り組んでいます。

 · 2014年度は 16の直営店をオープン、17店舗を閉店し、年度末時
点で世界各国 214の店舗を運営しています。新たにオープンした店
舗の半数以上は、ロサンゼルス、東京をはじめとする旗艦市場を
対象として展開しており、さらにトラベル・リテール分野の成長を目
指して欧州を中心に空港内に 7店舗をオープンしました。

 · 百貨店内テナントにつきましては、東京と中東地域に 12店舗を新
たにオープンするとともに、中国、韓国を含むその他アジア太平洋
地域での店舗展開の刷新に伴い、既存の 26店舗を閉店しました。

小売チャネルの生産性向上	
お客様の利便性を中心に据えながら、当社ではオンラインと実店舗に
おける収益性の向上にも取り組んでいます。既存店ベース売上高成長
率は 9%を記録しており、品揃えとカスタマーサービスの拡充により、
お客様単価、来店に対する購入の効率を測るコンバージョン率ともに
向上し、来店数の漸減を埋め合わせる結果となりました。

 · 顧客インサイトの掘り起こしとデータ分析を積極的に活用することで、
ラグジュアリー商品購買層のお客様のニーズにお応えするサービス
の提供と収益性の向上につなげることにも成功しました。

 · より良いサービスの実現を目指し、顧客ロイヤルティの向上と既存
顧客の維持を管理するツール「CVM（顧客価値管理）プログラム」
を導入しました。このプログラムは現在、世界	300店舗で実用を
開始しています。

 · お客様ひとりひとりのニーズに的確にお応えするために、販売スタッ
フとストアマネジャーに対する研修を実施、さらに「バーバリー・プ
ライベート・クライアント」、ワンツーワン型販売プログラムといっ
たサービスの拡充にも積極的に取り組みました。

 · マーチャンダイジングに関する取り組み内容につきましても見直しを
行い、より明快で魅力的な品揃えでお客様をお迎えする態勢を整え
ました。

外部委託によるデジタル環境の拡充
公式オンラインストアBurberry.comの拡充を目指し、当社では、すで
に取り引きのある卸売企業の皆様をはじめ、Amazon、Tmallといったオ
ンラインストア企業の皆様とのパートナーシップを強化し、信頼性が高く
一貫した購買体験をお届けするとともに、より幅広いお客様に対するバー
バリー商品の拡販にも取り組みました。

 · 米国の Amazonオンラインストアの「ラグジュアリービューティ」
カテゴリーにフレグランス専用ページをいち早く開設しました。また
これに続き、英国、フランス、ドイツでも同様のページを立ち上げ
ました。

 · 中国の Tmall.com、韓国の SSG.comにもバーバリー専用のオン
ラインストアページを開設しました。
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新たな成長市場の開拓

主翼となる購買層と地域を対象に、新興国を含め、市場の成熟、未成熟を問わず、 
あらゆる機会を捉え、業績向上の機会を捉えていきます。

バーバリーは、新興国および未成熟市場における事業領域の拡大とポ
ジショニングの確立を目指しています。中国と日本の市場における事
業拡大は、この戦略の主軸となるもので、さらに海外旅行者による売
上の多い地域での販売戦略の実施、米国市場における事業の拡張に
つきましても引き続き注力していく計画です。

2014年度重点取り組み分野

中国：ラグジュアリー市場への働きかけ	
中国のラグジュアリー商品購買層のお客様につきましては、引き続き
中国国内外を問わず、あらゆる機会を通して、顧客エンゲージメント
の充実とサービス向上の取り組みを実施しました。その結果、年度
後半に多少の減少傾向を見せたものの、中国のお客様からの収益は、
2014年度グループ全体で 2桁台の成長率を達成しました。一方、高い
利益率が期待できる香港市場では、2014年後半に発生した政情混乱が、
中国のお客様の消費低迷を招く結果となりました。

 · 2014年度は、中国国内の店舗展開の刷新を引き続き実施しました。
年度内に 10店舗を閉店、現在は全 68店舗の営業体制となってい
ます。2015年度には、さらに 5店舗を閉店し、平均売場面積の小
規模な縮小も実施する予定です。

 · ブランド普及活動につきましては、アジア最大となる上海ケリーセ
ンター店のオープニングイベント「Dreams	of	London」、香港を
舞台にした「アート・オブ・ザ・トレンチ」イベントが中心となりました。

 · 旧正月とゴールデンウィーク（黄金周）の祭日に合わせ展開したフェ
スティブ・キャンペーンでは、「From	London	with	Love」の特別
版プロモーションビデオを配信するとともに、オーダーメイドのギフ
トセットを中国国内の店舗、主な観光地、および Burberry.com
で展開しました。

 · 中国国内の一部店舗では「店舗受け取り」サービスを開始、
Burberry.comからご購入の商品について、お届け期間を大幅に
短縮し、中国市場のお客様サービスの向上につなげました。

日本：直営事業への転換	
日本国内におけるライセンス契約が 2015年末までに終了することを
受け、当社では、ラグジュアリー商品の一大市場である日本における
事業拡大、およびグローバルコレクション展開のための新たな事業戦
略に着手しました。今後も、直営店、百貨店内テナント、デジタルの
各チャネルを通して、積極的なマーケティングキャンペーン	を実施し、
日本のお客様に対する働きかけを続けていきます。2014年度の日本
市場の既存店ベース売上高成長率は 30%近くにまで達しており、日本
のラグジュアリー商品購買層のグローバルコレクションに対する反響
の大きさを示す結果となりました。

 · 店舗展開につきましては、大阪に旗艦店をオープン、大手百貨店内
にテナント3店をオープン、さらに東京表参道の店舗の移転を実施し、
現在は、直営店 5店、テナント13店の体制となっています。日本国
内での直営事業を拡大するにあたり、2015年度内にさらに数店の直
営/テナント店舗のオープンを計画しています。ただし、新規店舗オー
プンのタイミング、およびブランドイメージと事業計画に沿った候補
地取得の時期が前後すれば、日本市場に対する 2016年度に向けた
業績目標について今後の見直しを必要とする可能性も考えられます。

 · 本年度はさらに、より多くの日本のお客様にバーバリーブランドの
魅力をお伝えするため、日本最大の利用者数を維持するソーシャル
プラットフォーム LINEを通じて、バーバリーのファッションショー
をライブ中継する初の試みを実施しました。

南北アメリカ：シェア拡大の取り組み	
ラグジュアリー商品市場が活発な南北アメリカにつきましては、引き続
きバーバリーの重点取り組み地域として、小売 /卸売双方の分野でブ
ランドのポジショニング強化に取り組みました。2014年度の南北アメ
リカにおける収益は実質 16%の成長率を記録しました。

 · 本年度は、ロサンゼルス市ロデオドライブ、マイアミ市デザイン・ディ
ストリクトの 2カ所に旗艦店をオープンしたほか、サンフランシスコ
市ポスト・ストリート店の改装を実施しました。

トラベル・リテールの拡充	
海外旅行中のラグジュアリー商品購買層のお客様による売上が拡大す
るなか、当社では急成長が期待できるこの販売チャネルに対する取り
組みを強化しています。

 · 2014年度も、当社ではトラベル・リテール分野の事業拡大を実施
しました。空港内の販売拠点として、香港空港、英国ヒースロー空
港第 2/ 第 5ターミナル、イタリアのローマ・フィウミンチーノ空港、
ミラノ・マルペンサ空港、スペインのバルセロナ/マドリッドの各空
港に新店舗をオープンしました。

 · ラグジュアリー商品購買層のお客様への働きかけについては、海外
旅行へのご出発前、移動中、目的地に到着後の各タッチポイントに
焦点を当て、積極的なマーケティング活動を展開しました。

未成熟市場でのシェア開拓	
当社ではさらに、シェア開拓の初期段階にある市場につきましても、
事業拡大の取り組みを実施しました。

 · トルコ、パナマ、オランダ自治領アルバを含む 5カ所にフランチャ
イズ店舗をオープンするとともに、ロシア市場向けに公式オンライ
ンストア Burberry.comを開設しました。

経営戦略—コアストラテジー
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オペレーショナルエクセレンスの推進

あらゆる事業分野で、効率化と生産性向上に焦点を当てた取り組みを推進します。

バーバリーでは、生産性の向上を通して、小売、商品開発、製造プロ
セスの各分野でのビジネスチャンスの拡大を目指しています。この分
野における課題に対する数年来の取り組みの成果を足がかりとして、
当社では、さらなる業績向上を目指し、重点的な取り組みを実施して
いきます。

2014年度重点取り組み分野

サプライチェーン	
本年度は、サプライチェーン全体の生産性向上を目指し、主に商品開
発の技術と持続可能性を意識した製造プロセスの確立に向けた投資を
行いました。

 · 2014年度下半期に、中国市場における新たな在庫管理のアプロー
チとして、バーチャル倉庫による在庫の一元管理システムを確立す
るため、国内流通センターと店舗データの双方を有効活用したデジ
タルチャネル運用の試運転を開始しました。このアプローチにより、
お客様と販売スタッフの双方が中国国内の全在庫を一覧できるよう
になり、オンライン/ 実店舗での商品入手が容易になるとともに、
納期も大幅に短縮され、お客様にとって利便性の高い購買環境を
整備することができました。当社では、オンラインとオフラインを
統合したこの在庫管理モデルを、2015年度には、英国と米国の市
場にも導入する計画です。

 · 素材調達モデルでは、素材/ 加工品の主要な戦略的パートナー各
社との連携を重視し、より協調的で持続可能性の高い製造アプロー
チを採用しました。

生産性を高める技術への投資
バーバリーでは、デジタル戦略の実施と業績目標の達成、業務効率の
向上に貢献する技術開発への継続的な投資を続けています。

 · 2014年度は、2007年に導入した SAPシステムに基づく企業 IT
基盤のアップグレードに向けたプロジェクトに着手しました。

生産性向上を目指す計画	
当社では、小売事業の業務最適化を目指し、在庫管理システムと営業
力分析プロセスの刷新を実施しました。

 · グループ全体の物品購買とリソース配分につきましては、店舗プロ
ファイリングの導入により、さらに精緻化した手法による効率化を
進めています。この手法を活用し、気候など営業地域特有の条件と
顧客特性の双方に的確に対応した品揃えを展開することで、店舗ご
とに地域のお客様のニーズにお応えするアイテムをご紹介すること
が可能になりました。

 · 「Brand	Buy（ブランドバイ）」につきましても刷新を行い、すべて
の小売店舗において、キーとなるデザインコンセプトに基づいて商
品の一貫性を確保し、品揃えと主軸商品の補充を最適化しました。

業務プロセス改善への投資
本年度は引き続き、業務効率の向上を目的として、ロンドン本社およ
び管理部門オフィスの機能拡充を行いました。

 · 素材と物品調達のプロセスにつきましても、引き続き効率化とコス
ト削減を実現するための取り組みを実施しました。

経営戦略—コアストラテジー

33

トップメッセージ 取締役および	
ガバナンス体制

バーバリーグループ	
事業概要 本年度実績コアストラテジー バーバリーインパクトコアストラテジー



34

トップメッセージ 取締役および	
ガバナンス体制

バーバリーグループ	
事業概要 本年度実績コアストラテジー バーバリーインパクトコアストラテジー



企業文化の確立 

この新しい経営戦略では、バーバリー独自の個性的な企業文化を確立し、 
その価値観をグループのあらゆる業務に反映していきます。

バーバリーの主要な経営戦略およびその成果となる業績は、当社がたゆ
まず注力してきた独自の企業文化の育成と表裏一体となったものです。

2014年度重点取り組み分野

従業員との関係強化	
当社では、世界各国で従事するグローバルチームの相互協力体制を強
化し、バーバリーブランドに対する深い愛着を育み、従業員の福利追
求を支援するため、企業文化の育成に関する取り組みを積極的に実施
しています。

共同作業の活発化
バーバリーは、率直で透明性の高い社内コミュニケーションにより、
従業員同士が積極的に協力し合う慣習を奨励しています。

 · ロンドン本社で採用した仕切りのないオープンスペース設計のオフィ
スを各国のオフィスにも順次適用し、従業員同士の自由な交流と共
同作業の活発化を実現しました。

 · 従業員コミュニケーション用プラットフォームでは「チャットライブ」
と題し、世界各国のオフィスに向けたビデオ放送をスタートしました。
クリストファー・ベイリー CEOが企業文化育成チームのメンバーた
ちとともにホストを務めるこの放送では、双方向型のQ&Aスタイ
ルによるリアルタイムのコミュニケーションを実施しています。

 · 従業員の共同作業に対する意識と生産性の向上を目指し、業務慣
習の改革、社内の製造 /小売チームとのコミュニケーションの強化
しました。

報奨制度の充実
優れた人材を集め、業務に対するモチベーションを高め、従業員の定
着率を高めるため、当社では業績に対する報奨制度を奨励しています。

 · 特別年次有給休暇の付与を含め「永年勤続表彰」の内容をさらに充
実させました。

 · 従業員福利の拡充を目的として、季節限定プログラムも引き続き実
施しました。

 · 従業員持株制度を 34カ国に拡大し、当社の最新の業績を全従業員
で共有できる体制を整えました。さらに全従業員を対象とした賞与/
インセンティブ制度も引き続き実施していきます。

能力開発の取り組み
バーバリーでは、従業員の優れた才能を見抜き、高め、維持するため
の取り組みにも注力しています。

 · 2014年度は、50名を超える従業員が「Leadership	Council（リー
ダーシップ研修）」に参加し、リーダーとしての役割を学び、上級
社員によるメンタリング（個別指導）を受け、国籍の異なる従業員
同士の交流を広げました。

 · 英国王立芸術大学院の「バーバリーデザイン奨学金」、ブリティッ
シュ・ファッション・カウンシルにおける実習をはじめとする各プロ
グラムの実施を通して、クリエイティブ分野で優れた才能を持つ人
材の発掘にも引き続き取り組みました。

 · 技能実習、短期研修、長期インターンも含め、本年度バーバリーは
世界中で 200人を超える人材を採用しました。

 · 2014年 10月末には、大手ソーシャルネットワーク LinkedIn（リン
クトイン）の「2014年度働きたい企業世界ランキング」で世界 36位、
英国内では 10位にランクインしました。

経営戦略—コアストラテジー
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経営戦略—コアストラテジー

社会的責任への取り組み
バーバリーでは、職場における多様性の尊重と機会均等、グループと
サプライチェーン全体にわたる公平で持続可能な雇用慣行の推進、
従業員が生活する地域社会に対する支援などの取り組みを通して、
企業としての社会的責任を全うすることに注力しています。

 · 34カ国、100を越える国籍、16歳から78歳までと幅広い人材の活
躍に支えられている当社では、本年度も、多様性の尊重と機会均
等を推進する取り組みを引き続き実施しました。2015年 3月 31日
時点の当社グループ総従業員数 10,851名のうち、69%（7,457名）
が女性社員、31%（3,394名）が男性社員、さらに 123名の上級
管理職のうち 46名（37%）が女性の役員となっています。

 · 公平で持続可能な雇用慣行を推進する取り組みの一環として、当社は、
ラグジュアリー商品の小売製造業では初となる「英国生活賃金」採用
企業の認証を取得しました。

 · 当社では引き続き、従業員が労働時間の一部を使い、自らのスキル
と熱意をもって地域の活動に貢献することを奨励しました。本年度は、
当社従業員により、キャリア応援イベント、就業支援ワークショップ、
地域活性化プロジェクトなどが実施されました。2014年度は、82都
市で合計 2,300名の従業員が、10,000時間にわたり、社会貢献活
動に従事しました。

 · 当社では毎年、特定項目を除く税引前調整済利益の 1%を世界各
国の慈善活動に寄付しています。2014年度は、2013年度と同額の
460万ポンドを、若者たちの可能性を支援する「バーバリー基金」
（英国慈善団体登録番号 1154468）をはじめとする慈善団体に贈
呈しました。2008年の設立以来、「バーバリー基金」は、若年層を
対象とする世界各国 40以上の慈善活動に寄付を実施し、150,000
人を超える若者たちの人生を直接的、間接的に支援してきました。

 · 当基金では 2014年度も、社会的、経済的な困難を抱えた若者た
ちが、職場における基本スキルと仕事に対する自信や目標を身につ
けるための就業支援プログラムの拡充を実施しました。本年度のプ
ログラムには、ロンドン、キャッスルフォード（英国ウエストヨーク
シャー州）、ニューヨーク、香港、上海、北京、成都、天津、南京
の各都市で、100人を超える若者たちが参加しました。

 · バーバリーではさらに、サプライチェーンに対する持続可能性と社
会的責任に関しても取り組みを実施しました。本年度も「バーバリー
インパクト」の項でご紹介する当社の「倫理的取引推進プログラム」
を継続し、サプライチェーンにおける労働者の権利の保護に取り組
みました。

環境責任への取り組み	
当社では、自社の事業活動による環境負荷を最小限に抑える活動にも注
力しています。当社が設定する環境目標の詳細につきましては、この後の
「バーバリーインパクト」の項および当社企業サイトwww.burberry.com
をご参照ください。
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バーバリーインパクト

経営戦略

バーバリーでは、新たなコアストラテジー「企業文化の確立」に基づき、 
社会的責任を全うできる企業を目指すとともに、環境と社会に 

ポジティブな変革をもたらす取り組みを推進しています。この項では、 
こうした取り組みを支える当社の実践プログラムをご紹介します。

38	バーバリーインパクト
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このプログラムは、英国のNGO団体 Forum	for	the	Future（フォー
ラム・フォー・ザ・フューチャー）のご協力により立案した一連のコ
ミットメントと、同じく英国の NGO団体 Ethical	Trading	 Initiative 
（エシカル・トレーディング・イニシアチブ：ETI）が提唱する、企業・労組・
NGOの 3者の連携によるアプローチから構成され、プログラムの達
成目標は、基準となるベースラインアセスメントの結果に基づき設定
されます。本プログラムは、チーフ・コーポレートアフェアーズオフィサー
が議長を務める「企業責任検討会」を含む複数の社内委員会の協力
とモニタリング、および当社の主要事業部門を担当する上級管理職の
参加、さらに当社ステークホルダーの社外専門家で組織する「バーバ
リーインパクト諮問委員会」の支援により運営されています。

当社は、Ethical	Trading	 Initiative（エシカル・トレーディング・イニ
シアチブ）および Sustainable	Apparrel	Coalition（サステナブル・
アパレル連合会）の加盟企業として、ラグジュアリー商品業界の各企
業、国連グローバル・コンパクト（UNGC）をはじめとするその他ステー
クホルダーの皆様のご協力により、持続可能な変革を目指す取り組み
を実施しています。

倫理的取引の推進
バーバリーでは、オペレーショナルエクセレンス（業務プロセスの徹底
改善）の実現と持続可能で社会的責任に対応したサプライチェーンの
確立を目指し、労働者の雇用と職場環境の整備に関して、長期にわた
り有意義な変革をもたらす取り組みを続けています。この取り組みは、
「バーバリー行動規範」および人権、外国人労働者、在宅労働者に関す
る各方針を含む「バーバリー倫理的取引方針」に基づくものです。この方
針には、国連の世界人権宣言、ILO（国際労働機関）が定める基本条約、
および ETIの基本的国際原則の内容が反映されています。この取り組
みの一環として、当社は「英国生活賃金」採用企業の認証を取得して
います。^	

当社商品の製造につきましては、その大部分を欧州で行い、また最大
の素材調達先はイタリア、さらにブランドの象徴である「アイコン」商品
のヘリテージ・トレンチコートとヘリテージ・カシミアスカーフは、それ
ぞれイングランドとスコットランドで生産を行っています。

当社では、「倫理的取引推進プログラム」に基づく積極的な取り組み
により、サプライチェーンにおける労働慣行の改善に取り組んでいます。
この取り組みでは、予告/ 抜き打ちによる監査、モニタリング、労働
慣行改善プログラム、通報者の母国語による匿名ホットラインなどを
実施しています。

研修および労働慣行改善活動の実施件数

205^

2014年度

2013年度

2012年度

205^

142

384

労働慣行改善プログラムは、労働時間の短縮、人材管理システムの整
備をはじめとして、各製造工場で発生する特定の課題の解決を目的とし
たものです。^ 現在取り組み中の事例および詳しい情報につきましては当
社ウェブサイトwww.burberryplc.com/corporate_resposibility
をご参照ください。

労働環境に関する従業員の相談窓口が整備されていない職場につき
ましては、外部の労働者向けホットラインを、労使間のコミュニケー
ション向上のためのチャネルとして有効活用しています。2014年度は、
54工場 15,000名の従業員が、NGO運営の匿名ホットラインを利用
しました。^

さらに、サプライチェーンの労働環境改善に対する取り組みを通して、
活動の対象範囲を広げています本年度は、当社の調達 / 商品開発チー
ムとの連携により、倫理的取引活動の対象を主な素材サプライヤーの
皆様にまで広げるとともに、フランスとイタリアを中心とする美容関連
商品サプライヤーの皆様の「倫理的取引推進プログラム」への参加を
実現しました。

「バーバリーインパクト」は、世界の環境と社会にポジティブな変革を 
もたらす取り組みの一環として、当社が採用する実践プログラムです。

^	 	で示した一部実績は、英国の監査法人 Ernst	&	Young	LLP（アーンスト・アンド・ヤン
グ有限責任会社）による限定的保証を受けています。詳細につきましては 41ページをご
参照ください。

バーバリーインパクト
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「倫理的取引推進プログラム」を拡充するなかで、当社の課題は、
監査の実施回数を増やすことから、サプライチェーンに関わるすべて
の皆様の労働環境に最大限の恩恵をもたらす有意義なプラスのインパ
クトをいかに生み出すか、その手段を模索することへと変遷していき
ました。その一方で、監査の実施は、引き続き当社とサプライヤーの
皆様にとって、改善を要する分野を特定するために欠かせないツール
となっていることも事実です。2014年度に実施した監査プログラムの
結果では、当社のサプライチェーンの 60%を担う戦略的サプライヤー
および、その下請企業の皆様を対象とした「倫理的取引推進プログラム」
の実践につきまして、概ね良好な進捗状況が確認されました。^

監査およびアセスメントの実施回数

541^ 

2014年度

2013年度

2012年度

541^

713

455

当社ではさらに、倫理的取引に関する活動を調達業務にも適用する取
り組みを進めました。「サプライチェーンインパクト委員会」は、倫理
的取引チームの支援により、当社サプライチェーンの労働環境の改善
を推進するために設立された組織です。^ 同時に、当社調達チーム内
でも、チーム全体 /個人単位で倫理的取引に関する活動の達成目標を
設定し、取り組みを開始しています。^	

バーバリーでは、サプライチェーンの業績向上には、労働環境の改善
が欠かせないと考えています。この考え方に基づき、主要サプライヤー
の皆様との長きにわたる戦略的パートナーシップを維持し、各企業の
皆様に、柔軟な適応力と持続可能性のある労働環境のもとで、当社の
事業に欠かせない重要な技術、専門知識、商品特性の提供をお願い
できるよう、引き続き当社の時間とリソースを投入してきました。

当社のサプライチェーン・チームでは、こうした戦略的パートナー各社
のご協力を得て、バーバリーインパクトの主要達成目標を設定しました。
活動の対象となる項目としては、エネルギー使用量削減、サプライヤー
資本参加プログラムなど幅広い分野をカバーしています。資本参加プ
ログラムは、サプライヤーの皆様が自社のサプライチェーンにおいて、
社会的、環境的スタンダードを確立する取り組みを支援するために実
施しています。^

人権尊重の宣言
当社では、自社のあらゆる操業地域で労働者の人権を尊重する責任を
認識し、関係者の皆様の人権にプラスのインパクトをもたらすための
重要課題抽出を目的とした分析作業を実施しています。労働者の人権
にもたらすプラスのインパクトは、当社従業員、サプライチェーンの皆様、
関連コミュニティの皆様、さらにお客様に対する取り組みを通して達成
されるべきであると当社は考えています。この考え方に基づき、当社の
「バーバリー人権方針」では、あらゆるステークホルダーの皆様の人権
を尊重する取り組みへの注力を宣言しています。この方針は、国連の
国際人権章典の内容をもとに、労働者の保護・尊重・救済のためのフ
レームワーク「ビジネスと人権に関する指導原則」を反映した内容となっ
ています。また、この方針の実践に関する責任は、当社のチーフ・ク
リエイティブ兼エグゼクティブオフィサーが負うものとします。

当社の定評あるグローバルチームでは、自社内、および当社の「人権
インパクト評価」により優先活動対象として選定されたサプライチェー
ンの皆様を対象として、人権の尊重と労働慣習の改善に取り組んでい
ます。^さらに当社では、労働法の内容、施行、強制力が未成熟な地
域のサプライチェーン各社で従事する労働者の皆様が利用出来るホッ
トライン、および世界各国の当社従業員のための相談窓口を整備して
います。^	
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環境持続可能性への取り組み	
バーバリーでは、全社的な重点取り組み課題として、当社事業がもたらす環境負荷の低減を目指し、サプライチェーンと自社業務の双方に対し、
環境負荷低減のためのプログラムを実践しています。この項でご報告するすべての達成目標は、当社事業で使用する各種原材料、エネルギー、水、
化学物質、および廃棄物の二酸化炭素（CO2e）排出による環境負荷に関して、2012年に実施した第三者機関によるベースラインアセスメントの
結果に基づき設定したものです。資源効率の向上と気候変動問題の緩和を目的とする全 15項目の環境目標につきましては、当社の上級経営チー
ムがその達成責任を負うとともにモニタリングを実施しています。

達成状況
 目標値を上回り達成   目標値を達成   未達成

*	 関連する生産性係数により標準化した場合の数値

	 2017年までの達成目標 目標達成状況

商品	
バーバリーは、すべての商品のデザイ
ンと品質の向上を目的とした資本の有
効活用を引き続き実施するとともに、
当社商品の生産に関わる環境負荷の
大幅な低減に取り組んでいます。

原材料 ^

4つの主要原材料の生産に伴う環境負荷の低減
 · 綿
 · 皮革
 · PVC（ポリ塩化ビニル）
 · カシミア（新規目標） –

製造段階における化学物質の使用
環境に悪影響を及ぼす化学物質の法的規制の範囲に留まらない使用撤廃	

	

梱包
販売店舗における持続可能な包装資材の100%使用（代替資材の調達が可能な場合に限定）

	

製造プロセス	
バーバリーは、あらゆる事業分野にお
ける持続可能性を意識した意思決定と、
サプライヤーの皆様との提携により、
将来的な事業環境の変化に対する柔軟
な適応力の確立に取り組んでいます。

自社工場 ^

英国内の製造工場 2カ所におけるエネルギー使用量の 25%* 削減
	

サプライヤー
主要サプライヤー各社におけるエネルギー使用量の最大 20%* 削減に向けた協調と支援

	

紡績
当社サプライヤーの主要紡績工場における水使用量の最大 20%* 削減に向けた協調と支援

	

輸送 ^

当社商品の輸送時に発生する炭素排出量の 10%* 削減

流通センター ^

当社商品を取り扱う外部流通センター 5カ所におけるエネルギー使用量の 10%* 削減
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	 2017年までの達成目標 達成状況

不動産	
バーバリーは、世界各国の既存/未開
発市場における事業領域の拡大を通
して、さらなる業績の成長を目指すと
同時に、事業拡大がもたらす環境へ
の影響を最小限に抑える取り組みを実
施しています。

エネルギー使用量の低減
直営店および自社オフィスにおけるエネルギー使用量の最大 15%削減

	

持続可能性のある消耗品
自社オフィスにおける持続可能な消耗品の 60%使用（調達が可能な場合に限定）

	

再生可能エネルギー
すべての直営店と自社オフィスで自社発電設備もしくはグリーン電力制度による再生エネル
ギーを使用（使用が可能な場合に限定）

建築物の環境性能認証
すべての新築物件で建築物の環境性能評価に関する以下のいずれかの認証を取得：LEED
の Silver（シルバー認証）、BREEAMの Very	good（とても良い）もしくはGreenmark
の Silver（シルバー認証）

持続可能な建設資材
使用木材の 30%に再生木材もしくは環境認証を受けたサプライチェーンの資材を使用	

建設廃棄物 ^

建設廃棄物の 30%を各国の主要事業で再生利用
	

LED照明 ^

新規コンセプトストアで使用する照明の75%に LEDもしくは省エネルギー型商品を使用
	

「未達成」の項目につきましては、実績改善に向けた計画を実施中です。上記の環境目標に対する実績と改善計画の詳細につきましては当社ウェ
ブサイトwww.burberryplc.comをご参照ください。

エネルギー使用と温室効果ガス排出（世界全域）に関するデータ
（3月期）

排出源： 2014年度実績 2013年度比 2012年度比

燃料燃焼および設備操業（スコープ 1）	
（kg-CO2e）

1,661,533^ 	1,777,714 1,734,580

自社使用のために購入した電気、熱、蒸気、
冷却（スコープ 2）（kg-CO2e）

42,131,756^ 40,285,055 35,404,754

総排出量（スコープ 1＋2）	
（kg	CO2e）

43,793,289^ 42,062,769 37,139,334

排出原単位	
（kg-CO2e/ 営業収益 1,000ポンド）

17^ 18 19

自社発電設備による再生利用エネルギー	
（KW/H）

1,247,270 – –

注記：
当社では、組織のバウンダリ（環境目標の対象に関する境界）設定に際して、業務管理によるアプローチを活用しています。公表データは、当社がエネルギー管理に関する影響力を行使できると
考えられる事業所に関するものです。当社の事業実体のある事業所のうち、当社がエネルギー管理に関する影響力を行使していない事業所に関するデータは公表していません。面積換算（単位：
平方フィート）による公表排出インベントリの総量は、当社売場総面積の 94%に相当します。排出量の算出、および IEA（国際エネルギー機関）および DEFRA（英国環境食糧地方開発省）
の温室効果ガス換算係数の適用にあたり、当社では「温室効果ガスプロトコル」を参照しています。当社では、温室効果ガスの実質的排出源をすべて公表しています。社用車の使用により消費
する冷媒ガスおよび燃料は実質的排出源に含まないものとみなし公表の対象としていません。データの有用性の向上と算出方法の改善を反映し、2012年度および 2013年度の温室ガス排出デー
タを更新しました。さらに詳細な説明につきましては当社の「環境報告原則」をご参照ください。

外部保証および実績指標
当社では、一部の声明書の作成および 2014年度の実績に関する限定的保証を Ernst	&	Young	LLP（アーンスト・アンド・ヤング有限責任会社）
に委託しています。^で示した項目およびデータは評価書の一部で使用した項目およびデータです。第三者機関の作成による保証声明の全文および
当社の「環境報告原則」につきましては当社ウェブサイトwww.burberryplc.comをご参照ください。

経営戦略—バーバリーインパクト

41

トップメッセージ 取締役および	
ガバナンス体制

バーバリーグループ	
事業概要 本年度実績コアストラテジー バーバリーインパクト

http://www.burberry.com
http://www.burberry.com


本年度実績

経営戦略

ここでは、2015 年 3 月期のバーバリーグループ財務実績 
ハイライトと新年度の業績見通しについてご説明します。

43	バーバリーグループ財務情報

42

トップメッセージ 取締役および	
ガバナンス体制

バーバリーグループ	
事業概要 本年度実績コアストラテジー バーバリーインパクト 本年度実績



売上高
（2013年度：23億 3,000万ポンド）

25億2,300万ポンド

期末キャッシュフロー
（2013年度：4億 300万ポンド）

5億5,200万ポンド

特定項目を除く希薄化後 1株当たり利益
（2013年度：75.4ペンス）

76.9ペンス 

特定項目を除く調整済税引前利益
（2013年度：4億 6,100万ポンド）

4億5,600万ポンド

小売売上高	
（2013年度：16億 2,300万ポンド）

18億700万ポンド

1株当たり通期配当金
（2013年度：32.0ペンス）

35.2ペンス 

（3月期） 推移（%）

単位：百万ポンド 2014年度 2013年度 	公表為替レート換算 実質

売上高 2,523.2 2,329.8 8 11

売上原価 (757.7) (671.3) (13)

売上高総利益 1,765.5 1,658.5 6

営業費用 # (1,310.3) (1,198.2) (9)

特定項目を除く調整済営業利益 455.2 460.3 (1) 7

金融収益合計 # 0.6 0.7 –

特定項目を除く調整済税引前利益 455.8 461.0 (1) 7

修正を要する特定項目 (11.2) (16.6)

税引前当期利益 444.6 444.4 –

法人税等合計 (103.5) (112.1)

非支配持分 (4.8) (9.8)

帰属利益 336.3 322.5

特定項目を除く希薄化後 1株当たり利益（単位：ペンス）~	 76.9 75.4 2

1株当たり利益（単位：ペンス）~ 75.1 72.1 4

加重平均株式数（単位：百万）~ 447.8 447.3

本財務情報では、当社取締役会の意向により、バーバリーグループの継続的な実績をより幅広くご理解いただく目的で、実質の実績数値を採用しています。注記 1：実質実績は、前期とは異なり、
特定項目に関する調整および為替変動の影響を排除して算出した数値です。国外関連会社の業績の解釈と外貨調達における為替変動の影響、および当社グループの英国内のサプライチェーン
全体の売上高を考慮に入れた数値です。

注記 2：実績数値の調整につきましては、修正を要する特定項目の影響を排除しています。修正を要する特定項目の詳細につきましては、財務諸表の注記 6をご参照ください。
#	 	で示す項目の実績は、修正を要する下記の項目の影響を排除した数値です。
	– 	公表営業費用のうち無形固定資産（フレグランスおよびビューティ商品に関するライセンス）の償却費：1,490万ポンド
	– 		公表金融収益合計のうち中国事業における第三者企業の経済的持分 15%に関連するプットオプション負債に係る金融収益：370万ポンド（2013年度：170万ポンドの支出）

~	 1株当たり利益は希薄化後の実績です。
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小売	
対売上高比率：71%（2014年度：70%）、直営店 214店、百貨店内
テナント213店、デジタルコマース、アウトレット店舗 57店		

 · 小売売上高の実質成長率 14%：公表為替レート換算 11%

 · 既存店ベース売上高成長率 9%（上半期：10%、下半期：9%）

 · 新店舗が売上高に貢献（5%）

 · デジタルコマースの売上高が全地域で目標を上回る実績を達成
本年度は、既存店ベースの売上高で、上下半期ともに 9%前後の成長
率を達しし、年間を通してほぼ均衡の取れた実績を維持する一方、地域
の販売状況により実績に差が出る結果となりました。地域別では、南北
アメリカが年間を通して堅調に 2桁台の成長率を維持、EMEIAは下半
期に入り上昇傾向、アジア太平洋は、下半期に香港で発生した政情混
乱の影響を受け売上が低下したあおりを受けて減速傾向となりました。

実店舗では、来店客数にかげりが見えたものの、コンバージョン率の
改善と高水準の平均顧客単価により相殺した格好となりました。オン
ラインとモバイル経由の収益につきましては、下半期にモバイルプラッ
トフォームのアップグレードを実施した成果が現れ、当期売上高に占
める割合が前年度の 2倍の勢いで急成長を遂げました。

主軸となる商品分野別の既存店ベース売上高成長率は、ウィメンズ、
メンズ、アクセサリーが相対的な均衡を維持しながら実績を分け合い
ました。特にヘリテージ・トレンチコートとカシミアスカーフでは、商品
補充の最適化により、目標を上回る売上を記録しました。

アジア太平洋
2014年度、小売の収益が売上高の 85%を超えるアジア太平洋地域
の市場では、既存店ベース売上高で1桁台半ばの成長率を達成しました。
国別では、中国と韓国がそれぞれ1桁台半ばの伸び、日本の直営店
が約 30%の大幅な売上拡大を実現する一方、利益率の高い香港市
場では、年間ベースで好調な売上を維持しつつも残しつつも、第三四
半期に発生した政治的混乱による大幅な客足の鈍りが響き、下半期の
売上伸は 1桁台半ばの減収となりました。

本年度の店舗戦略につきましては、主に中国と韓国における店舗戦略
の刷新に伴い合計、直営店とテナントを合わせ、14カ所の閉店（新規
開店 13/ 閉店 27）を実施しました。

EMEIA（欧州 /中東 /インド/アフリカ）
2014年度は、売上高に占める小売収益が 65%を超え、主軸市場で
の下半期の好調な伸びに伴い、既存店ベースの成長率では 2桁台を記
録しました。国別では、フランス、ドイツ、イタリアの各市場が、とも
に堅調な売上拡大を達成しました。顧客層では、この地域における直
営店売上のおよそ半分が、国内および海外を旅行中のラグジュアリー
商品購買層のお客様からの収益となりました。

店舗戦略につきましては、欧州 6カ所の主要空港（バルセロナ/ロンド
ン 2空港/マドリッド/ミラノ/ローマ）で新たな店舗をオープンすると
ともに、店舗戦略の刷新を実施した中東でも新たにテナント4店を加え、
本年度は、店舗とテナントを合わせ、地域全体では合計 2カ所の追加
（新規開店 12/ 閉店 10）となりました。

収益の内訳
チャネル別収益

（3月期） 推移（%）

単位：百万ポンド 2014年度 2013年度 公表為替レート換算 実質

小売 1,807.4 1,622.6 11 14

卸売 648.1 628.0 3 6

ライセンス 67.7 79.2 (14) –

売上高	 2,523.2 2,329.8 8 11
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南北アメリカ
南北アメリカでは、全収益の 65%超を小売が占め、上下半期ともに
既存店ベース売上高が 2桁台の成長を維持する均衡の取れた実績を
記録しました。顧客層では、引き続き米国内のお客様がほぼ 90%を
占めました。

店舗数につきましては、前年度から引き続き直営店 78カ所の展開と
なり、ロサンゼルス市のロデオドライブ、マイアミ市デザイン・ディス
トリクトの 2カ所に旗艦店を追加するとともに、サンフランシスコ市
ポスト・ストリート店の改装を実施しました。

卸売	
対売上高比率：26%（2014年度：27%）、百貨店向けアパレル/アクセ
サリー、マルチブランド取り扱い専門店、フランチャイズ加盟店、トラベル・
リテール、代理店 80社（バーバリービューティ商品取り扱い）

 · 卸売売上高の実質成長率 6%：公表為替レート換算 3%

 · ビューティ部門を除く実質売上高成長率 1%（公表為替レート換算
では 2％減）

 · ビューティ部門単独の卸売売上高はガイダンスどおりの 1億 7,500
万ポンド、実質成長率は 25%

 · 2015年 3月 31日現在のフランチャイズ加盟店 67店（3店減）

本年度、上半期の卸売売上高は、ビューティ部門の収益を除く実績で、
実質 5%の成長率を達成しました。内訳では、特にトラベル・リテー
ルを中心としたアジア太平洋地域の大幅な増収が実績を牽引し、欧州、
北米における代理店ポートフォリオの合理化をはじめとする卸売チャネ
ルに対する経営戦略の刷新による影響を部分的に相殺する格好となり
ました。

下半期の売上高につきましては、欧州市場およびアジアのトラベル・
リテール市場における買い控えの影響により、実質3％減となりました。
また、南北アメリカの卸売収益は概ね横ばいの推移となりました。

ビューティ部門を除く地域ごとの内訳は以下のとおりです。

アジア太平洋
2014年度は、トラベル・リテールが主軸となり1桁台半ばの実質成
長率を牽引しました。増収は上半期に集中し、下半期には実質成長率
で 1桁台半ばの減速となりました。

EMEIA（欧州 /中東 /インド/アフリカ）
当社グループの卸売収益のうち約 45%を占め、卸売分野で最大の市
場となっています。本年度の売上高につきましては、代理店ポートフォ
リオの合理化とロシア市場のフランチャイズ事業廃止（直営への転換
に伴う加盟店 5カ所の閉店）による影響が戦略的主軸市場における成
長を相殺する結果となり、実質横ばいの推移に終わりました。

南北アメリカ
南北アメリカにつきましても、当社では卸売ポートフォリオの改善を引き続
き実施しており、本年度は、2014年 2月にカナダの高級百貨店「ホルト
レンフリュー」への卸売を直営テナント事業に転換するとともに、米国内
では、バーバリーのブランド戦略が浸透しにくい地域を対象に、メンズウェ
ア事業からの撤退を実施しました。しかし一連の下げ要因にも関わらず、
本年度の卸売収益は 1桁台半ばの成長率を達成し、特に各代理店のデ
ジタルコマースサイト上におけるバーバリーのブランド力の強さを証明する
格好となりました。

ビューティ部門
2014年度、ビューティ部門の卸売売上高は、当社ガイダンスのとおり
25%の実質成長率、公表為替レート換算でも 21%の成長を達成し
ました。2014年 9月にバーバリーブランドを象徴する「アイコン」商品
として、女性向けフレグランス「マイ・バーバリー」を発売。ヘリテージ・
トレンチコートと連動したマーケティングキャンペーンを通して、当社の
事業全体にハロー効果をもたらすとともに、ブランドメッセージの強化
に貢献しました。

ライセンス事業	
対売上高比率では 3%（2014年度：3%）、うち 80%が日本市場の
グローバル展開商品（アイウェア、時計）および欧州のチルドレンズウェ
アからの収益となりました。

 · ライセンス収益は実質横ばい（公表為替レート換算では 14%減）

 · 通期ガイダンスに沿った実績を達成
本年度、日本のロイヤルティ収入は 5,300万ポンドとなり、前年度比
で横ばいの推移に終わりました。具体的には、高水準のミニマム・ロ
イヤルティを反映して主軸となるアパレルのライセンス収入では若干の
伸びを達成する一方で、短期契約に関する縮小計画による影響が、この
実績と相殺し合う格好となりました。

アイウェアおよび時計のライセンス収入につきましては、時計の流通
チャネルに関する拡充計画の段階的実施の影響を受け、実質ベースで
ほぼ横ばいの推移となりました。現在までの商品別売上では、女性向
けフレグランス「マイ・バーバリー」およびアパレルのヘリテージ・コレク
ションと連動する形で 2014年 9月に発売した「トレンチ・コレクション」
のアイウェアがもっとも大きな実績を達成しています。

経営戦略—本年度実績
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2014年度の特定項目を除く小売 /卸売営業利益は 3億 9,900万ポ
ンドとなり、為替の影響を除く実績では 8%、公表為替レート換算で
は 1%の成長を記録しました。一方、為替レート変動の影響による売上
減は、売上高で 6,000万ポンド、営業利益で 2,600万ポンドとなりま
した。営業利益率は、16.3％（為替の影響を排除した実績では 16.9%）
の実績、

売上総利益率は前年度より100ポイント減の 69.2%となりました。
実績低下の理由としましては、為替の値動きによるマイナス影響、本年
度の中間決算でご報告した前回フレグランス発売時のワンオフ商品在庫
コスト、さらに下半期に高利益率を生む香港市場で事業展開の後退を
強いられたことが挙げられます。

営業費用の対売上高比率は、前期比 20ポイント増の 52.9%となり、
為替変動のマイナス影響が、営業レバレッジと徹底したコスト管理によ
る緩やかな成長を上回る結果となりました。

営業費用の実質的 / 絶対的増加額の約半分につきましては、一般物
価水準の上昇と新店舗の導入に伴う売場面積の拡大、それに伴う生
産量の増加に関連したコストの上昇、および収益成長を支えるマーケ
ティング活動、テクノロジー開発といった分野に対する予算の増加が
背景になったものです。

ライセンス事業の営業利益	
（3月期） 推移（%）

単位：百万ポンド 2014年度 2013年度 公表為替レート換算

売上高 67.7 79.2 (14)

売上原価 – – –

売上高総利益 67.7 79.2 (14)

	 売上高総利益率	 100% 100%

営業費用 (11.7) (12.4) 6

営業利益 56.0 66.8 (16)

	 営業利益率 82.7% 84.3%

円の実効為替レートが 2013年度の 1ポンド＝137円から 2014年度
の 1ポンド＝164円へ推移した影響により、ライセンス事業の営業利
益は 1,150万ポンドの減収となりました。小幅ながら営業費の割当を
抑えたことにより、ライセンス事業における当期の営業利益は 5,600
万ポンドとなり、実質的にはほぼ横ばい、公表為替レート換算では
16%の減収となりました。

営業利益の内訳
特定項目を除く調整済営業利益

（3月期） 推移（%）

単位：百万ポンド 2014年度 2013年度 公表為替レート換算 実質

小売 /卸売 399.2 393.5 1 8

ライセンス 56.0 66.8 (16) 1

特定項目を除く調整済営業利益 455.2 460.3 (1) 7

	 特定項目を除く調整済営業利益率 18.0% 19.8%

本年度の特定項目を除く調整済営業利益は実質 7%の成長、為替差損 3,800万ポンドを差し引いた公表為替レート換算では 1%の成長となりま
した。

特定項目を除く小売 /卸売営業利益	
（3月期） 推移（%）

単位：百万ポンド 2014年度 2013年度 公表為替レート換算

売上高 2,455.5 2,250.6 9

売上原価 (757.7) (671.3) (13)

売上高総利益 1,697.8 1,579.3 8

	 売上高総利益率	 69.2% 70.2%

営業費用 (1,298.6) (1,185.8) (10)

特定項目を除く調整済営業利益 399.2 393.5 1

営業費用比率 52.9% 52.7%

	 特定項目を除く調整済営業利益率 16.3% 17.5%
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修正を要する特定項目	
（3月期）

単位：百万ポンド 2014年度 2013年度
無形固定資産（フレグランスおよびビューティ商
品に関するライセンス）の償却費 (14.9) (14.9)

中国事業におけるプットオプション負債に係る金
融収益 /支出 3.7 (1.7)

(11.2) (16.6)

2012年度に計上されたとおり、無形固定資産 7,090万ポンド（フレ
グランスおよびビューティ商品に関するライセンス）の償却に関する本
年度の支払い額は 1,490万ポンドとなりました。この資産につきまし
ては、2013年 4月1日より 2017年 12月 31日までの期間に定額法
で償却する計画です。

中国事業におけるプットオプション負債からの金融収益 370万ポンドは、
中国取得事業の非支配持分に関するプットオプション負債に係る公正
価格の変動（割引の振戻しを含む）により生じた収益です。

法人税等	
特定項目を除く調整済当期利益に対する 2014年度の法人税率は、比較
的低水準な英国の税率を反映して 23.4%（2013年度：24.7%）でした。

公表税引前当期利益に対する実行税率は 23.3%（2013年度：25.2%）で、
本年度の納税額合計は1億350万ポンド（2013年度：1億1,210万ポンド）
となりました。特別損益項目につきましては、必要に応じて適正な税額を
計上しました。

総合的財政貢献
バーバリーグループでは、当社事業を展開する国に対し、法人税の支
払いを通して多額の経済貢献を行っています。納税の方法につきまし
ては、当社グループによる負担もしくは当社の代理徴収により所轄の
税務当局へ納税しています。2014年度に当社グループが英国および各
国で直接もしくは代理徴収した納税額は 4億 500万ポンドにのぼりま
した。また、本社および主な業務機能を置く英国内では、事業税 8,830
万ポンドおよび英国財務省に替わる代理徴収による 4,270万ポンドを
納めました。詳しくは当社ウェブサイトwww.burberryplc.comをご
参照ください。

キャッシュフロー
本年度の営業活動によるキャッシュフローは、運転資金の徹底管理の
成果が現れ、昨年度より 6%増の 5億 6,800万ポンドとなりました。
資本支出合計は、主に新規プロジェクトの段階的実施の結果、当社ガ
イダンスを下回る1億 5,600万ポンドとなりました。他に主な支出と
して 1億 1,400万ポンド、配当金の 1億 4,500万ポンドを計上し。

2015年 3月 31日現在でのキャッシュフローは、前年度比 1億 5,000
万ポンド増の 5億 5,200万ポンドとなりました。リースコミットメント
を考慮に入れ、キャッシュフローを控除したリース調整後の有利子負
債総額（年間最低リース料× 5で算出）は、昨年度を若干上回る 4億
200万ポンド（2013	年度：3億 8,000万ポンド）となりました。また、
小売 /卸売の売上高成長率（それぞれ14%/6%）に対し、為替変動
の影響を排除した棚卸資産総額は前年度とほぼ同額で推移し、2015
年 3月 31日現在で 4億 3,700万ポンド（2013年度：4億 2,000万
ポンド）となりました。

業績見通し	
小売	2015年度の小売実績につきましては、新店舗の導入に伴う売場
面積の拡大により1桁台前半の売上高成長率を予測しており、店舗計
画では 15〜 20店舗のオープン、ほぼ同数の閉店を計画しています。

卸売	為替の変動を排除した卸売実績につきましては、2015年 9月30日
までの上半期 6ヶ月間で、概ね今年度と同水準の売上高を予測してい
ます（2013年度上半期実績：3億 1,700万ポンド）。一方ビューティ部
門を除いた売上高成長率では 1桁台前半の減少を見込んでいます。

ビューティ部門単独の卸売売上高成長率では、為替の変動を排除した
実質ベースで 2015年度は 10〜 15%の成長を実現できる見通しで、
小売、デジタルからも好調な収益を期待しています。

経営戦略—本年度実績

47

トップメッセージ 取締役および	
ガバナンス体制

バーバリーグループ	
事業概要 コアストラテジー バーバリーインパクト 本年度実績

http://www.burberry.com


小売 /卸売利益	2015年度の公表利益に関する予測につきましては、
為替レート* が現在の水準で推移した場合、2014年度より高い水準の
成長率で 1,000万ポンドの上乗せを見込んでいます。この予測は、為替
変動の影響を織り込み、2015年 4月の任意開示でご報告したガイダ
ンスから 4,000万ポンド引き下げたものとなっています。

2015年度の小売 /卸売営業利益につきましては、為替の特典と徹底
したコスト管理による好材料が、地域および販売チャネルの変化と継
続的な事業投資により相殺される格好になるものと見込んでいます。

ライセンス	2015年度のライセンス収入総額に関する予測は、日本
市場のライセンス契約終了に伴い、為替変動の影響を排除した実質
ベースで約 40％減（2014年度：6,800万ポンド）を予測しています。
2015年度は、グローバル展開商品のライセンスに関して 2桁台の成
長率を見込むとともに、ガイダンスどおり日本市場から 2,500万ポン
ドの収入を予測しています。日本市場におけるこの収入は、既存のラ
イセンス契約に基づくもので、予測実績には日本限定のライセンス事
業からの段階的な転換と撤退、および新たに展開するブルー/ブラッ
クレーベルのライセンス収入を織り込んでいます。

現在の為替レート* で推移する限り、英国ポンド/ 円の為替変動は、
2015年度の公表ライセンス収入に対して深刻な影響を与えないもの
と予測しています。

グループ調整後 PBT	2015年度の為替変動の影響を排除したグルー
プ調整後の PBTにつきましては、2014年度よりも下半期の比重が高
くなる推移を予測しています。

法人税率	2015年度の特定項目を除く調整済利益に対する法人税率
は約 23%となる見込みです。

資本支出	2015年は約 1億 8,000万ポンドの支出を見込んでいます。

*	 	現時点の為替ヘッジを考慮に入れた 2015年 5月 14日現在の実勢レート

店舗ポートフォリオ
直営店

店舗数 テナント アウトレット 合計
フランチャイズ加盟店

店舗数
2014年 3月 31日現在 215 227 55 497 70

開店 16 12 3 31 5

閉店 (17) (26) (1) (44) (8)

2015年 3月 31日現在 214 213 57 484 67

地域別店舗ポートフォリオ
直営店

2015年 3月 31日現在 店舗数 テナント アウトレット 合計
フランチャイズ加盟店

店舗数
アジア太平洋 63店 143店 13 219 12

EMEIA 73店 62店 24 159 49

南北アメリカ 78店 8店 20 106 6

合計 214 213 57 484 67
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会長
サー・ジョン・ピース（66歳）†

会長
2002年6月に当社取締役会議長および取締役任命委員会会長に就任。
Standard	Chartered	PLC（スタンダードチャータード銀行）。現職
以前は、2006年より2014年までExperian	plc（エクスペリアン）会長、
GUS	plc	グル	ープ最高経営責任者。英国ノッティンガムシャー総督。
2011年に長年の功績と社会奉仕活動への貢献によりナイトの称号を
受ける。

執行取締役
クリストファー・ベイリー（44歳）
チーフ・クリエイティブ兼エグゼクティブオフィサー
2009年より当社チーフ・クリエイティブオフィサーを務め、2014年 5月
にチーフ・クリエイティブ兼エグゼクティブオフィサーに就任。2001年、
デザインディレクターとしてバーバリーに入社。バーバリー以前は、
1996年より2001年までイタリアミラノ市にあるGucci（グッチ）でウィ
メンズウェアのシニアデザイナー、1994年より1996年まで Donna	
Karan（ダナ・キャラン）のウィメンズ・デザイナーを歴任。

キャロル・フェアウェザー（54歳）
チーフ・フィナンシャルオフィサー
2006年 6月にバーバリーに入社後、2013年 7月に当社チーフ・フィ
ナンシャルオフィサーに就任。現職以前は、バーバリーグループの
財務担当シニアバイスプレジデント。バーバリー以前は、1997年よ
り 2005年まで News	 International	Limitedの財務ディレクター、
1991年より1997年まで Shandwickの英国 Regional	Controller
を歴任。

ジョン・スミス（57歳）
チーフ・オペレーティングオフィサー
2009年 12月より当社非執行取締役として従事したのち、2013年 3月
にチーフ・オペレーティングオフィサーに就任。2004年より 2012年
まで BBC	Worldwide（BBC	ワールドワイド）の最高経営責任者。
1989年にBBC入社後、チーフ・オペレーティングオフィサー、財務ディ
レクター、Property	&	Business	Affairs	and	Finance	Director
を歴任。それ以前には、2001年より2004年まで Severn	Trent	plc、
Vickers	PLCの非執行取締役、国際会計基準審議会メンバーを務め
た経歴を持つ。

非執行取締役
ファビオラ・アレドンド（48歳）*†‡

非執行取締役
2015年 3月に当社非執行取締役に任命。現職は、米国コネチカット
州に本拠を置く民間投資会社 Siempre	Holdingsの業務執行社員、
Experian	plc（エクスペリアン）、Rodale	 Inc.、NPR	 Inc.（米国国営
ラジオ局）、米国World	Wildlife	Fund（ワールド・ワイルドライフ・ファ
ンド）の非執行取締役、Sesame	Workshop（セサミ・ワークショッ
プ）の役員を兼務。Siempre	Holdings以前は、Yahoo!	Inc.（ヤフー）、
BBC、Bertelsmann	AG（バーテルスマン）の上級執行役員。Sacs	
Incorporated（サックス）、Intelsat	Inc.、BOCグループ、Bankinter	
S.A.の各社で非執行取締役を歴任。

フィリップ・ボウマン（62歳）*†‡

上級独立取締役
2002年 6月に当社非執行取締役に任命。現在は上級独立取締役、
監査委員会委員長を兼務。現職は、Smiths	Group	 Inc.（スミスグ
ループ）最高経営責任者。現職以前は、Scottish	Power	plc（スコ
ティッシュ・パワー）、Allied	Domecq（アライド・ドメック）の最高経
営責任者。それ以前には、Bass	plcの取締役を	5	年間、Liberty	plc
（リバティー）、Coral	Eurobet	plc（コーラル・ユーロベット）の会長、
Scottish	&	Newcastle（スコティッシュ＆ニューカッスル）、British	
Sky	Broadcasting（ブリティッシュ・スカイ・ブロードキャスティング）
の非執行取締役を歴任。

イアン・カーター（53歳）*†‡

非執行取締役
2007年 4月に当社非執行役員に任命。現在、俸給報酬制度委員会
委員長を兼務。現職は、Hilton	Worldwide	Global	Development 
（ヒルトン・ワールドワイド）社長、Del	Frisco’ s	Restaurant	
Group,	Inc.（デル・フリスコ・レストラン・グループ）会長。現職以前は、
Hilton	 International	Company（ヒルトン・インターナショナル・カ
ンパニー）最高経営責任者、Hilton	Hotels	Corporation（ヒルトン・
ホテルズ・コーポレーション）上級副社長、同社による 2006年 2月
の買収まで Hilton	Group	plc（ヒルトングループ）取締役。それ以
前には、2001年から 2004年の間にBlack	&	Decker	Corporation
（ブラック＆デッカー・コーポレーション）の役員および社長を務めた
経歴を持つ。

取締役およびガバナンス体制—取締役会メンバー
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ジェレミー・ダロック（52歳）*†‡

非執行取締役
2014年 2月に当社非執行取締役に任命。2004年にSky	plc（スカイ）	
最高財務責任者として入社後、2007	年より最高経営責任者。Sky以前
は、DSG	 International	plc（DSG	インターナショナル、前 Dxions	
Group	plc：ディクソン・グループ）のグループ財務ディレクター、さらに
英国をはじめとする欧州各国のProctor	&	Gamble（プロクター＆ギャ
ンブル）で幅広い業務に12年間携わるとともに、Marks	and	Spencer	
Group	plc（マークス＆スペンサー）の非執行取締役および監査委員会
委員長を務めた経歴を持つ。

ステファニー・ジョージ（58歳）*†‡

非執行取締役
2006年 3月に当社非執行役員に任命。現職は、Women’ s	Wear	
Daily（ウーマンズ・ウェア・デイリー）の親会社 Fairchild	Fashion	
Media	 Inc（フェアチャイルド・ファッション・メディア）の副会長お
よび Lincoln	Center（リンカーン・センター）取締役会メンバー。現
職以前は、Time	Inc（タイム）で上級副社長およびチーフ・マーケティ
ングオフィサーを歴任、Fairchild	Publications（フェアチャイルド・
パブリケーションズ）で 12年勤務した経歴を持つ。

マシュー・キー（52歳）*†‡

非執行取締役
2013年 9月に当社非執行役員に任命。現職は、中東および北米
を本拠にするマルチプラットフォーム・ペイテレビOrbit	Showtime	
Networkの非執行取締役。現職以前は、Telefónica（テレフォニカ）
の技術開発部門 Telefónica	Digital（テレフォニカ・デジタル）の
会長および最高経営責任者を務めたほか、Telefónica	Europe	plc 
（テレフォニカヨーロッパ：前 O2	plc）の会長および最高経営責
任者、英国 O2の最高経営責任者および最高財務責任者、英国
Vodafone（ボーダフォン）の最高財務責任者を歴任。それ以前には、
Kingfisher	plc（キングフィッシャー）、Coca-Cola	&	Schweppes	
Beverages	Limited（コカコーラ&シュウェップス・ビバレッジズ）、
Grand	Metropolitan	Plc（グランド・メトロポリタン）の各社で財務
関連の幅広い役職に従事した経歴を持つ。社会的に孤立した若者たち
のための慈善団体 Dallaglio	Foundationの会長も務める。

キャロル・マッコール（53歳）*†‡

非執行取締役
2014年 9月に当社非執行役員に任命。現職は、2010年 7月に就任
した easyJet	plc（イージージェット）の最高経営責任者。easyJet
以前は、2006 年より 2010 年まで Guardian	Media	Group	plc 
（ガーディアン・メディア・グループ）で最高経営責任者をはじめとする
幅広い役職を歴任したほか、Lloyds	TSB（ロイズ	TSB）、Tesco	PLC
および New	Look	plcの非執行役員を歴任。2008年 6月、エリ
ザベス女王陛下誕生日に、女性の働く地位向上に対する功績により
OBE（大英帝国勲章）を受勲。2014年 1月、デービッド・キャメロン
英国首相より英国ビジネス大使に任命される。

デービッド・タイラー（62歳）*†‡

非執行取締役
1997年より当社取締役を務めた後、2002年 6月に当社非執行役
員に任命。現職は、J	Sainsbury	plc（Jセインズベリー）会長およ
び Hammerson	plc（ハマーソン）会長。現職以前は、1997年よ
り2006年 10月の企業分割まで GUS	plcのグループ財務ディレク
ター、2007年より2012年まで Logica	plc（ロジカ）会長、2007年
より 2009年まで 3i	Quoted	Private	Equity	plcの会長。さらに
2006年より2012年まで Experian	plc（エクスペリアン）、2007年
より2009年まで Reckitt	Benckiser	Group	plc（レキットベンキー
ザー）で非執行取締役を歴任。それ以前には、Unilever	plc（ユニリーバ）、
County	NatWest	Limited（カウンティ・ナットウエスト）、Christie’ s	
International	plc（クリスティーズ・インターナショナル）の各社で勤務
した経歴を持つ。

社内委員会主要メンバー
*	 内部監査委員会
†	取締役任命委員会
‡	俸給報酬制度委員会

取締役およびガバナンス体制—取締役会メンバー
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後列：イアン・カーター、デービッド・タイラー、ステファニー・ジョージ、マシュー・キー、キャロル・フェアウェザー、ジョン・スミス、ファビオラ・アレドンド、フィリップ・ボウマン	
前列：ジェレミー・ダロック、クリストファー・ベイリー、サー・ジョン・ピース、キャロリン・マッコール
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免責事項
本アニュアルレビューは、英国 2006 年会社法における戦略報告書を目的とするものではありません。バーバリーグループ plcの 2014 年度年次報告および会計報告の全文は、
www.burberryplc.comからダウンロードしていただけます。

本アニュアルレビューには、将来に関する記述に含まれています。本書の全篇にわたり諸処に登場するこうした記述には、当社の目的、見解または現時点における予測およびこうした項目に関す
る当社の役員、取締役および従業員による意見とともに、当社の実績、財務状況、資産流動性、見通し、成長率、戦略および事業内容が含まれています。これらの記述の特性として、その内
容には不確実性を伴い、今後発生する事象および環境の変化により、実績および推移が予測の内容と大幅に異なる可能性があります。これらの記述は、本報告書の作成日時点で入手可能な事
実および情報に基づくもので、適用する法令により義務付けられている場合を除き、当社では、本報告書に掲載した見通しの更新もしくは改訂に関する一切の義務を負いません。本報告書に掲
載したいかなる情報も、利益の予測を意図したものではありません。英国国内の法令による規定がない限り、本報告書のご利用により第三者に生じた如何なる結果に対しても、当社および当社
取締役が一切の責任を負わないことをご了承ください。本報告書は、英国内または米国内においても、または米国 1933年証券法に基づいても、またはいかなる裁判管轄下においても、バーバリー
グループ plcの株式の引受、予約あるいは取得または売却の勧誘を目的とするものではありません。
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