◼ 先進企業の自然エネルギー利用計画 （第１９回）

Ｊ．フロント リテイリング
３００年続く百貨店を自然エネルギー１００％に
サステナブルな店舗へ顧客とテナントを誘導

1. 自然エネルギーの利用方針と導入計画
老舗百貨店の「大丸」と「松坂屋」を中核とする J.フロント リテイリング（JFR）は、2020 年 10 月に
国際イニシアティブの「RE100」に加盟した。グループ全体で使用する電力を 2050 年までに自然エネル
ギー100％に切り替える計画だ。注目すべきは中間目標として 2030 年までに自然エネルギーの比率を
60％まで高めることである。日本から RE100 に加盟した企業は 2020 年 11 月 20 日の時点で 42 社ある
が、10 年後の 2030 年までに 60％以上を目指す企業は 10 社程度しかない。

図 1．J.フロント リテイリングの中核事業（大丸、松坂屋、パルコ）
意欲的な取り組みを象徴するのは、2019 年 9 月に大阪市にオープンした「大丸心斎橋店 本館」である
（写真 1）
。今から約 300 年前の 1726 年に開業した大丸の旗艦店を 86 年ぶりに建て替えた。大阪で有数
の繁華街に建つ地上 10 階・地下 2 階の新しい本館には、合計で 370 店舗が入り、オープン当初から自然
エネルギー100％の電力で営業を続けている。

写真 1．自然エネルギー100％の電力を使用する「大丸心斎橋店 本館」
（大阪市中央区）
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百貨店を中核とする小売業の JFR グループが自然エネルギー100％を目指す理由はほかでもない。気候
変動が消費者の生活に大きな影響を与える一方、オンラインショッピングの進展によって百貨店の売上
は低迷を続けている。気候変動の抑制に取り組みながら、事業構造を抜本的に変革しなければ、小売業と
して生き残ることはむずかしい。
JFR グループはサステナブル（持続可能）な経営を目指して、2018 年に新たな方針を掲げた。5 つの
重要課題（マテリアリティ）に取り組むことを宣言し、その中で「低炭素社会への貢献」を最重要の課題
に掲げた（図 2）
。
「経営トップが気候変動に対して強い危機感を持っていた」
（J.フロント リテイリング
の新井田剛 経営戦略統括部 ESG 推進部マネージャー）ことの表れである。

図 2．JFR グループがサステナブルな経営を目指して取り組む 5 つの重要課題
グループ全体で気候変動対策を推進するために、温室効果ガスの排出削減目標も設定した。SBT（科学
的根拠に基づく削減目標）の認定を受けて、2030 年までに排出量を 40％削減（2017 年比）する計画で
ある。さらに 2050 年には排出量ゼロを目指す。
JFR グループの温室効果ガス排出量のうち約 90％は、店舗を中心に電力の使用に伴う排出量が占めて
いる。排出量を削減する主な手段は 2 つある。電力使用量の削減と自然エネルギーの利用拡大である。
省エネ対策を実施して電力の使用量を削減しながら、自然エネルギー100％に切り替えていけば、2050 年
の排出量をゼロにできる（図 3）
。
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図 3．グループ全体の温室効果ガス削減目標（スコープ 1・2）
自然エネルギーの電力を利用する取り組みは、グループの中核である大丸松坂屋百貨店の本社（東京都
江東区）で 2019 年 3 月に開始した。さらに 9 月に大丸心斎橋店の本館と南館、10 月にグループ会社の
パルコが東京都内で運営する 2 店舗でも共用部の電力を自然エネルギーに切り替えた。2020 年 11 月の
時点では合計 5 カ所のビルで自然エネルギーの電力を利用している（そのうち 3 カ所は 100％）。
JFR グループが年間に使用する電力量は 2019 年度（2019 年 3 月～2020 年 2 月）に３億 2785 万 kWh
（キロワット時）にのぼった。このうち自然エネルギーの比率は 4％。2020 年度には 5 カ所の利用拠点
が年間を通じて自然エネルギーの電力を利用できるため、比率は 6～7％に上昇する見込みだ。
企業名

J.フロント リテイリング株式会社

グループ会社

連結子会社26社 （2020年2月28日）

電力使用量

3億2785万キロワット時 （2019年度）

自然エネルギー
電力の利用率

実績：4％ （2019年度）
目標：60％ （2030年）、100％ （2050年）

売上高

1兆1337億円 （2020年2月期、連結）

社員数

6579人 （2020年2月28日、連結）

主要事業

百貨店、物品小売、飲食店、物品卸売、輸出入
建設工事の設計・監理・請負、通信販売
クレジットカード、労働者派遣
商品検査・コンサルティング

＊会計年度は2月末に終了

表 1．J.フロント リテイリングの概要
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採用した自然エネルギーの電力は、従来から契約している電力会社の水力発電 100％メニューである。
大丸心斎橋店の本館・南館は関西電力の「再エネ ECO（エコ）プラン プレミアム」、東京の各拠点では
東京電力エナジーパートナーの「アクアプレミアム」を契約した。
「自然エネルギーの電力を購入する第
一歩として、安定した電力量を供給できる点を重視した」
（ESG 推進部スタッフの渡邉勇介氏）
。
JFR グループの店舗は大都市の繁華街に立地しているため、屋上に太陽光パネルを設置する自家発電
はむずかしい。自然エネルギーの電力を調達する手段としては、小売電気事業者のメニューから購入する
方法が中心になる。ただし課題はコストである。現在のところ大阪と東京で購入している水力発電 100％
メニューのプレミアム（上乗せ）価格は 1kWh あたり 1～4 円（税抜き）
。今後も同様の価格で契約対象
の拠点を増やし続けると、収益に対するインパクトは大きい。
JFR グループが目標に掲げる 2030 年に自然エネルギーの電力の比率を 60％まで引き上げるためには、
年間に数億円の追加コストが必要になる。
「そのコストをどのようにして吸収していくかが大きな課題で、
まずはグループ各社で省エネを実施して電力の使用量を減らすことに注力する。いずれ自然エネルギー
の電力が増えていけば、競争によって価格が下がると期待している」
（渡邉氏）
。
百貨店の中に店舗を構える企業にとっても、プレミアムの分だけ電気料金が高くなる。大丸心斎橋店の
電気料金は従来と比べて高くなった。それでも CO2（二酸化炭素）を排出しないサステナブルな店舗運
営を目指す企業であれば、自然エネルギー100％の電力を利用できることは出店するうえで重要な条件に
なる。
「そのような意識の高い店舗に数多く入っていただけると、百貨店の魅力が高まる」
（同）
。
電力使用量の削減では、既存の店舗で使用する照
明を LED に切り替えるほか、新規の店舗には最新
のエネルギー供給設備を導入していく。そのモデル
になるのが 2019 年 11 月にオープンした「渋谷
PARCO」である。
1970 年代から 80 年代にかけて若者文化を象徴
する存在だった渋谷 PARCO が 2016 年に閉店して
3 年後に、新しいビルに生まれ変わった（写真 2）
。
原石をテーマにした構造の外壁に加えて、建物の外
周に沿って地上 10 階まで続くらせん状の立体街路
が特徴である。

写真 2．ユニークな構造の「渋谷 PARCO」
（東京都渋谷区）
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渋谷 PARCO は国土交通省から「サステナブル建築物等先導事業（省 CO2 先導型）」に選ばれている。
屋外空間を生かした省エネのほか、ガスコージェネレーションシステムによる電力と熱の効率的な利用、
エネルギー管理システムによる CO2 削減活動の情報発信などが評価された。標準的なビルと比べて CO2
排出量は 26％少ない。
このビルには劇場や映画館が入っていて、場内の空調と加湿に大量の熱を必要とする。ガスコージェネ
レーションで電力と熱を効率よく供給することで、電力使用量と CO2 排出量を削減できる。ただし渋谷
PARCO では現在のところ自然エネルギーの電力を使っていない。「コストの高さが理由だが、遅くとも
2030 年までには自然エネルギーの電力に切り替えて、CO2 をさらに削減していきたい」
（新井田氏）
。
JFR グループでは大丸心斎橋店本館と渋谷 PARCO をモデルプロジェクトに位置づけて、全国各地の
店舗を「CSV ストア」に転換していく方針だ。CSV（Creating Shared Value、共通価値の創造）をテーマ
に、低炭素社会を推進する店舗に変革させるコンセプトである（図 4）
。その重要な取り組みのひとつと
して、廃棄物を生み出さないサーキュラーエコノミー（循環型経済）を推進する。

図 4．持続的な成長を目指す「CSV ストア」のコンセプト
すでに進んでいる取り組みとして、大丸松坂屋百貨店が 2016 年に開始したリサイクル・リユース
プロジェクトの「ECOFF（エコフ）
」がある。顧客が店舗に持参した衣料などの不要品を回収・分別
して、新素材やエネルギー資源に転換する試みである（次ページの図 5）
。一例を挙げると、衣料に
使われている綿からバイオメタノールを生成して、工場などの代替燃料に利用することで CO2 削減
に貢献する。
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エコフを通じて回収した商品は 2016 年から 2019 年の 4 年間に累計で 200 万点を超えた。重量に
して約 70 トンにのぼる。
「百貨店を利用していただいている多くの顧客にリサイクル・リユースが
定着してきた。サーキュラーエコノミーを推進していくうえで大きな力になる」
（新井田氏）。

図 5．顧客参加型のリサイクル・リユースプロジェクト「ECOFF（エコフ）
」の仕組み
CO2 排出量を削減するために、もうひとつ意欲的に取り組んでいる対策が、電気自動車（EV）の
活用である。モデル店舗の大丸心斎橋店では、営業部門が使う車両 70 台を 2019 年に EV に全面的
に切り替えた（写真 3）
。ほかの店舗や事業所でも EV に切り替えて、2025 年度までにグループ全体
の社用車を EV100％にする計画である。EV に供給する電力が自然エネルギー100％になれば、走行
時の CO2 排出量をゼロにできる。

写真 3．大丸心斎橋店に導入した電気自動車
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2. 期待する効果と今後の課題
インターネットの普及などで人々の生活スタイルが大きく変わり、衣料の販売を中心とする百貨店の
事業は厳しさを増している（図 6）
。さらに 2020 年は新型コロナウイルスの影響が加わり、JFR グループ
の売上高と営業利益は大幅に減少する見込みだ。今後の成長に向けて ESG（環境・社会・企業統治）の
分野に投資しながら、事業構造を抜本的に変革することが急務になっている。

図 6．JFR グループを取り巻く外部環境の変化
IT：情報技術、ESG：環境・社会・企業統治
2017 年度に開始した中期経営計画では、事業構造の転換によって 2021 年度の営業利益を 560 億円に
増加させることを目標に掲げた。その目標達成に向けて計画開始前年の 2016 年度に大丸心斎橋店本館と
渋谷 PARCO の建て替えに着手して、低炭素型の店舗による事業構造の変革に乗り出した。2021 年度に
は中核の百貨店とパルコの営業利益を従来どおり維持したうえで、新規事業の不動産とクレジット金融
で営業利益を上積みする計画である（図 7）
。

図 7．新・中期経営計画における営業利益の目標（国際会計基準 IFRS ベース）
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とはいえ不動産事業もクレジット金融事業も、百貨店とパルコの店舗が基盤になる。店舗のスペースを
生かして不動産事業を展開し、店舗の利用客を対象にクレジット金融事業を拡大していく。そのモデルに
なるのが自然エネルギー100％の電力を利用する大丸心斎橋店本館と、省エネルギー・省 CO2 の渋谷
PARCO である。
全国で 30 店舗を運営するパルコは 2020 年 3 月に JFR の 100％子会社になった。従来の百貨店と違う
形態の店舗を展開するパルコには、店舗を生かした不動産事業のノウハウがある。大丸心斎橋店の本館に
隣接する北館を建て替えて、2020 年 11 月に PARCO と専門店街に刷新した（図 8）
。8 階から上の専門
店街は賃貸収入による不動産事業になる。

図 8．大丸と PARCO のシナジーによる不動産事業の拡大（大丸心斎橋店）
。北館は 11 月 20 日に開業
新しい北館で利用する電力も水力発電 100％のメニューを購入する。大丸と PARCO、さらに専門店街
に入居するテナントも自然エネルギーの電力を利用して、CO2 排出量の削減に取り組んでいく。
「サステ
ナブルな店づくりによって、環境意識の高い顧客とテナントを迎え入れたい」（新井田氏）
。
ただし環境意識の高いテナントであれば、大規模なダムを利用する水力発電の電力を望まない可能性
もある。建設時の環境負荷が大きいからだ。しかも電力会社の水力発電所には古いものが多い。気候変動
を抑制するためには、できるだけ新設した自然エネルギーの発電所から電力を購入して、既設の火力発電
所の電力を代替する必要がある。これを「追加性」と呼ぶが、欧米の先進的な企業は追加性のある電力を
優先的に採用する。そうした点も考慮して電力を選択することが今後の課題である。
JFR グループがサステナブルな経営を目指して掲げた 5 つの重要課題の 1 つに「地域社会との共生」
がある。
「太陽光発電を中心に、全国各地に新しい自然エネルギーの発電設備が増えている。これからは
百貨店の店舗がある地域で発電した電力を購入して、地産地消型の自然エネルギーの利用拡大を進めて
いきたい」
（渡邉氏）
。地域性のある電力はテナントにとっても利用価値が高い。

8

JFR グループは新規の店舗を中心に事業構造を変革して収益を改善しながら、将来に向けてサステナ
ブルな経営を推進するために、2019 年 5 月に TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の提言に
賛同した。気候変動が事業にもたらすリスクと機会を抽出し、売上高や営業利益など財務面でどのような
影響を与えるかを分析して開示する取り組みである。
想定されるリスクとしては将来に導入される可能性がある炭素税など政策面の問題もさることながら、
小売業の JFR グループにとって喫緊の課題は気候変動に伴う消費者の行動変化、さらに災害による店舗
運営や商品調達・物流の停滞である。
すでに欧米では環境意識の高い消費者を中心に、商品の購買行動に変化が出始めている。CO2 を排出
しないサステナブルな商品・サービスを優先的に選択する傾向が顕著になってきた。日本でも自然災害の
増加によって気候変動に対する危機感が高まっていることから、同様の志向をもつ消費者が増えていく
ことは確実である。そうした変化が新たな事業を拡大する機会になる（図 9）
。

図 9．気候変動により想定される JFR グループのリスクと機会
リスクのうち炭素税の影響を算定すると、2030 年にグループの CO2 排出量を目標どおり 40％削減
（2017 年度比）できたとして、気候変動の抑制に必要な 1.5～2℃未満のシナリオでは年間に 11 億 6500
万円のコスト増加が見込まれる。現在の営業利益が 400 億円台の JFR グループにとって、炭素税による
コストの増加は決して小さくない。
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これに対して CO2 を削減するために自然エネルギーの電力の比率を 50％まで高めると、調達コストは
年間で 1 億 6400 万円から６億 5800 万円の増加になる。炭素税によるコストの増加と比べれば少ない
（図 10）
。
さらに 2030 年には現在よりも自然エネルギーの電力の価格が下がっていることは確実である。
2050 年まで見据えれば、かりに炭素税が導入されなくても、自然エネルギーの電力を利用する経済的な
メリットは十分に得られるだろう。

図 10．気候変動による財務面の影響分析（2030 年時点）
t-CO2：CO2 換算トン、kWh：キロワット時、MWh：メガワット時（＝1000kWh）
低炭素社会に向けて事業構造を変革することによって、新たな事業機会は数多く生まれてくる。長年に
わたって低迷する百貨店を中心とした現在の事業構造を低炭素型に転換すれば、環境志向の顧客を対象
にした新規事業によって将来の成長を期待できる。
海外では欧州を中心にコロナ危機からの経済再生を気候変動対策で実現する“グリーンリカバリー”の
取り組みが活発になっている。JFR グループにとっては、気候変動対策で百貨店事業の危機から抜け出す
“百貨店版グリーンリカバリー”の重要性が増してきた。

＊本レポートはヒアリング実施日（下記）の時点の情報です。
＊図と写真は J.フロントリテイリングの提供によるものです（表 1 を除く）
。

ヒアリング実施日：2020 年 10 月 28 日
レポート作成者：石田雅也（自然エネルギー財団 シニアマネージャー）
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