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（要

旨）

本稿は筆者が泉北光明池専門店事業協同組合（以下サンピア）の空き店舗対策担当
であった営業管理委員会委員長在任中の平成 20 年度・21 年度の活動を中心に、その前
後の組合の活動をレポートしたものである。共同店舗を構成する組合員の脱退は空き
区画の発生を伴い、収入の減少（運営コストの負担増）や顧客イメージのダウンをも
たらすため、員外利用者としてテナントを誘致しなければならなかった。世界金融危
機後は賃料相場も下落し、リーシング手法の構築が急がれた。営業管理委員会では情
報収集から始め、勉強会や他所へのヒアリング・視察・研究の結果、充実した事務局
機能を持つ他所の成功事例と比較して、当組合は組合員主体の運営体制であり、事務
局の人員・人材の充実が必要であるように思えた。ところが、22 年度以降、執行部は
むしろ事務局を縮小し、今まで以上に組合員の力を結集する方法（リーシングチーム
の編成）で、最大の空き区画を埋めたのである。現在、その他の処方も功をなし空き
区画はほぼ埋められている。この空き店舗対策（リーシング活動）を通して見えた自
治・自主運営の気概、「組合全体のためにという漠然とした雰囲気」（組織風土）や「役
員は無報酬であるべきという組織文化」を当組合の強さとして論じている。
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Ⅰ．組合の沿革・業況
まず、当組合の沿革について少し触れておきたい。図表 1 に開業後 34 年の沿革を示
した。この中で、最も注目すべきは平成 11 年の 2 番館の建設である。当組合に中興を
もたらした大事業であった。これにより、キャッシュフローが大幅に好転した。
さらに、財務戦略に強いことも特徴として見受けられる。転貸融資の限度額や、安
定留保金制度などにあらわれるように将来の危機を予測し、早めの制度設計・制定を
してきた。
一方、商業施設としての売上は平成 10 年度の年商 40 億円弱より下降の一途をたどっ
ており、22 年度は

22 億円強となっている。ただ、主たる収入である店舗賃貸収入が

歩合家賃ではなく、定額の賦課金と店舗使用料であるため、本館の賃貸収入は、店舗
の売上変動の影響は比較的少なく、平成 10 年度 2 億 4 千万円弱から 22 年度は 1 億 8
千万円となっている（図表 2 参照)。

Ⅱ．組合員店舗の減少

員外利用（テナント）店舗の増加

1.店舗数と組合員数の推移
組合員数が右肩下がりのままであるのに対し、店舗数は 20 年度を底として 21 年度
より上向きに転じた（図表 3 参照）。店舗の属性が変化しているのである。組合員は開
業時から半減したが、新たに組合員が加盟し、店舗を構えた例は 2 例しかなく、その
他は全て員外利用者（以下テナント）が出店している。

2.空き店舗の経緯
1）13 年度

大規模リニューアル計画中に 9 組合員脱退

平成 13 年度 2 度目のリニューアルの計画途中に組合員 9 企業が脱退した。経済環境
はバブル崩壊後の消費縮小が続いており、立地環境は大店法撤廃後の大型商業施設建
設ラッシュのなかであった。近隣にコムボックス（大和ロイヤル運営のパワーセンタ
ー）およびフランス小売№1 のカルフール（後にイオンに買収）が出店し、これに対抗
する形で、ゾーニングを目的として計画を策定していたが、食料品 3、ファッション 2、
文化用品 2、飲食 2 の 9 組合員店舗が脱退した。生鮮食料品店が不揃いとなり、集客力
に大きな支障を生じた。
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2）14 年度以降

組合員減少とまらず

リニューアル後の 8 年間で 11 の組合員企業が脱退した。連年、新年理事会の議題に
組合員の脱退に関する項目が含まれる状態が続いている。また、19 年からの世界的な
金融危機（サブプライムローン問題・リーマンショック）により、店舗・オフィスと
もテナント賃貸市場が全国的な買い手市場となった。サンピアでも新規入店者の賃料
交渉がかみ合わず、既存店舗の賃料値下げ要求が頻繁かつ連鎖的に発生した。担当委
員、事務局とも値下げとなると承認手続きに手間取り、また理事会での家賃相場の情
報収集などが遅れ、対応が後手に回っていた。さらに出店申し込みがあっても商品が
バッティングする組合員の反対により断念したり、内向きの対応に追われている間に
出店希望者が待ち切れず辞退したりするなど、意思決定も手続きもタイミングがチグ
ハグであった。結果、脱退組合員の空き店舗は埋まらず、賃料値下げ交渉が頻発し、
平成 18 年度以降は脱退組合員への出資金等債務返還や賃貸収入減が響き、組合のキャ
ッシュフローはマイナスとなっている。
20 年度後半に大口テナントであるパチンコ店の退店が決まり、組合全体に緊張感が
走った。次期の予算は損益・キャッシュフローとも大幅な赤字を覚悟しなければなら
ない状況であった。後継店を探すため、パチンコ店に知己のある組合員数名が何社か
に声をかけて回ったが、応募者がなく暗澹たる雰囲気で新年度を迎えた。ところが退
店者自身が後継店を紹介していただけることになったので、窮地を脱したのである。
このとき、総会では大幅な赤字予算をいったん組んでおり、組合員はリーシングの必
要性を実感したと思われる。
さらに平成 21 年度に 1 階飲食街の中央に位置する大型の中国料理店が退店し、2 階
も空店舗が目立つようになり、顧客に与えるマイナスのイメージが非常に危惧された
（図表 4 参照）。また、組合の将来について、非公式な場で悲観的な意見も多く出た。
このような状況下、否応なく空き店舗対策（テナントリーシング）をこれまで以上
に強化しなければならなかったのである。

Ⅲ．営業管理委員会の情報活動（20 年度～21 年度）
1.運営コストの精査

（20 年度

5 月～6 月）

既存・新規にかかわらず、テナントから賃料値下げ要求があいついだが、当時の設
定賃料は積算根拠があいまいで、どこまで値下げすればよいのか不明の状態であった。
井上理事長より原価計算を精査することを依頼され、事務局、委託管理先などからの
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提供資料により計算し、8 ページの報告書にまとめ、理事に配布した。これによると賃
貸面積ひと坪あたりに要する共用部分の水道光熱費、設備保守管理委託費、警備、清
掃等の運営コストは○○○円弱であった。さらに借入金の返済資金充当分や投資利回
りまで考慮すると△△△円強（坪あたり）になった。これに充当すべき徴収科目は店
舗使用料（組合員の場合）もしくは賃料(テナントの場合）と共益費の合計額である。
テナントの賃料を値下げすることは空き区画を埋めることを前提に可能と判断できた
が、空き区画の早期解決および諸経費の合理化の必要性が浮き彫りになった。

2.リーシングノウハウの情報収集（20 年度～21 年度）
空き店舗を埋めることについて慣例的に行われてきた手法は①外壁にテナント募集
と記された横断幕を掲げる。②組合員に希望者探しを依頼する。③不動産業者に依頼
する。④バッティングしない業種に出店案内の DM を送付する等であった。これまで、
それなりの成果はあがっていたが、空き区画がここかしこに発生する当時の状況を鑑
み、もっと本格的なリーシング手法についての情報収集を行った。

1)業界団体からの情報収集
平成 20 年度初頭にネットサーフィンで、(財)日本ショッピングセンター協会／東京、
（協）全国共同店舗連盟／東京

を探し当て、電話やメールのやり取りにより各種情

報提供を依頼した。平成 21 年 11 月に上京の際は空き時間を利用しアポイントメント
せずに各事務局に挨拶に伺ったが快く応対していただいた。各々主催のイベントや研
修会にも参加し、民間デベロッパー企業の方々やサンピア同様の全国各地の共同店舗
の理事長・事務長等と知己を得て、折に触れ有益な情報提供いただいた。また、大阪
府中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会にも幾度となくお世話になった。

2）講師を招いて情報収集
平成 20 年 6 月

タイムクリエイト社（セイコー工場跡地のショッピングセンター

サンストリート／東京都江東区亀戸）のシニアマネージャー／雨谷氏に来所いただき、
民間デベロッパーの運営全般について勉強会を開催した。
平成 20 年 7 月

アドウォーク社（販促企画会社／大阪府大阪市）藤原氏に空き区画

の活性化、事例紹介について勉強会を開催した。
これらの勉強会では民間デベロッパーのショッピングセンターでは、サンピアが問題
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としてきたバッティングの調整、はみだしの規制、営業時間の規制等について現実的
な解決策をすでに打っていることを知らされた。

3）近隣大型商業施設でのヒアリング

大手ショッピングセンターA（(株)AA）

平成 20 年 10 月～11 月
車で日帰りできる距離にある大手ショッピングセンターA（㈱AA
を持つ○○副理事長（当時）の紹介で同所の／総支配人

大阪府）にも店舗

副支配人にリーシングにつ

いてヒアリングに赴いた。主なテーマはリーシング業務の基本的な流れ、および家賃
についてであった(図表 5 参照)。約 1 時間程度のヒアリングであったが、体制、コス
トの違いに驚かされ、後日報告会を開催した。
勿論、超一流の大手資本である(株)AA と同じ土俵で比較するつもりはないが、ショッ
ピングセンターのデベロッパーというものはリーシングについてこんなにも用意周到
に人手をかけて、戦略的にやっているものなのかと驚きをもって認識させられたので
ある。
ただ、大手ショッピングセンターA ((株)AA）の例は、サンピアからみると完成され
た体制であり、理想の形ではあるが、そのまま実行するにははるかに遠いお手本であっ
た。やはり、事業協同組合であるサンピアは事業協同組合が運営する共同店舗の事例
から探すべきと考えた。

4）先進組合へのヒアリング

パリオ CITY（協同組合東部商業開発）

平成 22 年 2 月～3 月
中小企業団体中央会の事例 DB から、「空き区画を整理し、大手玩具小売店を誘致し
て、ピンチを脱した」というパリオ CITY（協同組合東部商業開発

福井県福井市）の

事例を探し出し、視察ならびにヒアリングを申し込んだ。また、大阪府中小企業団体
中央会を通じて、福井県中小企業団体中央会からパリオ CITY へ十分な受け入れをして
いただくようにお願いした。訪問団メンバーは理事長、専務理事、情報教育委員長、
販促副委員長及び営業管理委員長(筆者)であった。
現地では昼食前後の合計約 6 時間強もヒアリングに応じていただいた。また、訪問前
に質問事項をあらかじめ訪問者で整理し、文書でファックスにより一応の回答を得て
から、現地ではさらに不明の点をヒアリングするようにしたことで、深く突っ込んだ
話ができた。訪問後 3 週間をかけ、①訪問団によるパリオ CITY の分析およびサンピア
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への応用などの話し合い、②訪問団全員の分担執筆による約 30 ページの報告書づくり
を実施した。③報告書及び参考資料を配布するとともに、④組合員に対する報告会を
開催した。
パリオ CITY(協同組合東部商業開発)では、①事例 DB にあったように空き区画を整理し、
大型の玩具小売店を誘致したいきさつや裏話もさることながら、最も特徴的なことと
して、②銀行 OB の員外理事長を筆頭に、共同店舗の経験豊富な事務長、若手職員数名
による充実した事務局の運営体制があげられた。組合員による委員会組織の機能不全
から脱却して、事務局改革を断行して出来上がった組織体制であり、意思決定を迅速
に行い、リーシングだけでなく、販促や設備管理等諸運営の外部に委託せず、事務局
でまかなうことで事務局に経験とノウハウを蓄積させるようにしていた。サンピアの
組合員主体の運営体制と比較すると一歩進んだものであり(図表 6,7,8 参照)、筆者自
身はサンピアはパリオ CITY を手本にするべきと考えた。

Ⅳ．リーシング活動内容

成果

リーシング活動は情報収集と並行して行われた。

1.リーシングの外部化 エージェントの活用
組合員だけでは限界があると考え、外部のリーシングエージェントを活用すること
にした。平成 21 年 1 月

パシフィコ横浜で開催された日本ショッピングセンター協会

主催のビジネスフェアを訪れ、出展会場や懇親パーティにてリーシングを請け負う業
者を探し当てた。同年 3 月末までに 8 社と交渉し、リーシング委託契約を締結した。
主な契約内容は当組合からの依頼に基づき、テナント候補を探し、成約の場合に報酬
を支払うものであった。
エージェント活用の成果は売り上げ不振であったベーカリーから退店の申し出を受
けた後、エージェント 1 社より即座に新業態である 100 円ベーカリーを後継店として
紹介を受け、成約に導いたことである。同店は盛況を呈している。

2.リーシング内部活動の活性化
1）出店案内ＤＭ作戦のテコ入れ

平成 22 年度中

以前から特定業種の事業者に出店案内のＤＭを送付していたが、情報共有化・見え
る化を主な改善点として、業務手続きをテコ入れした。
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a.周辺調査

光明池駅前にある４つの競合する商業集積にあるテナント業種の調
査

b.業種選定

周辺にない若しくは少ない業種からサンピアに必要かつ商品バッテ
ィングしないと思われる業種を抽出し、さらにその中から理事全員
のアンケートにより募集業種を選定。

c.ＤＭ送付

大阪府堺市以南にある選定した業種の事業所（約 300）に出店案内の
ＤＭを送付。

d.文書化

必要情報を様式化した問い合わせメモを作成し事務所に設置。

e.進行管理

進行管理表を事務所壁面に掲示、問合せ案件別に交渉状況が一目で
わかるようにした。

以上のテコ入れの成果として、花卉店の出店の問い合わせに対し、些細な勘違いか
ら事務局がいったん断ってしまったが、問い合わせメモに基づき委員会より再度オ
ファーをかけ成約に至ったことがあげられる。

2）リーシングチーム(22 年度以降)
平成 22 年度は運営組織が改編された（筆者も 21 年度末で常務理事を退任した）。組
合員数減少により理事数を削減、6 委員会を 4 委員会に統合するものであったが、唯一
リーシングについてはリーシングチームが新たに編成された。リーシングチームとは
出店テナントを探し出すプロジェクトチームである。A,B,C,D の 4 チームがあり、執行
部 4 名(理事長１、副理事長 2、専務理事１)をチームリーダーとして、組合員全員が所
属する(図表 9 参照)。
主な活動は①全メンバーが各個人のネットワークを駆使し、出店可能性のある企業や
個人商店の情報を入手する。②得られた情報はチームごとのミーティングで精査・共
有化する。③空き区画状況やテナント契約交渉の進行状況等の情報を共有化する。④
有望な出店情報は総務・営業管理委員会、理事会、執行部と情報共有を図りながら具
体的な出店交渉に進める。等である。
各チームが月 1 回程度のミーティングを持った。筆者はＢチームに属したが、断ら
れた話が９割、前向きな話は 1 割の苦戦の状態が続いた。特に 1 階飲食ゾーンの中国
料理店跡については山本副理事長が神戸の中華街や堺の老舗、中華料理店料理長（独
立）、ナショナルチェーンの店舗開発部など 10 件以上にオファーしたが、全て断られ、
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飲食店の誘致を諦めかけたこともあったが、ついに人脈を生かし、ナショナルブラン
ドの中国料理 FC 店の誘致という大きな成果をあげた。賃料については、ギリギリまで
粘り強く交渉した。理事会会議中に山本副理事長がＦＣ本部担当者と携帯電話で 1000
円単位の駆け引きを行い、採算が取れるレベルに落ち着いたのである。近年躍進して
いるナショナルブランドの全面新装の新店となり、飲食ゾーンおよび全館の集客に大
きく貢献している。

3.リーシング活動の成果
本稿執筆の平成 23 年 10 月上旬時点では本館空き区画は 2 つの計約 20 坪だけになっ
ている(図表 10 参照)。短期定期契約（一時使用）が含まれるものの

なんとか空床を

埋めている。フロアーに空き店舗が目立つさびれた雰囲気は回避できた。この状況は
専門家であるリーシングエージェントも感服していた。

Ⅴ．空き店舗対策(リーシング活動)から見えた当組合の強み
リーシング活動の成果は役員を含め、組合員全員の共同体としての行動の結果であ
り、そこに当組合の強さの源泉を見た。そのことについて触れておきたい。

1.役員
1）自治・自主運営の気概
パリオ CITY の視察・ヒアリング・報告書分担執筆のあと、サンピア執行部のとった
行動はパリオ CITY のように専門分化した事務局をもつこととは全く反対の方向へ向
かった。事務局はパート職員比率を高め、リーシングは組合員によるリーシングチー
ムを編成し、最も大きな成果をあげたのである。専門職員がリーシング営業をしたの
ではない。商業者が貴重な時間を割いて、しかも交通費・通信費などは自己負担で、
動き回ったのである。ましてリーシングチームのリーダーは執行部 4 名が兼任してい
るのだ。彼らの組合活動への投入度は計り知れ得ず、その気概と実行力には本当に頭
が下がる思いがする。
今から思えば、パリオ CITY ヒアリング・視察報告会で山本副理事長が忘れられない一
言を言っている。「福井の共同店舗でできたことが、なんで大阪のうちで、でけへんね
ん。」（福井の共同店舗でできたことがどうして大阪のわれわれでできないのか。）また、
井上理事長は報告書の結びのなかで、当組合の組織体制についてこう述べている。「サ
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ンピアのように組合員が自店の経営をしながら、理事を務めて組合運営や経営をやっ
ているのは信じられないとして、同情的な言葉や、また、感心されてもいました。もっ
とも、それがパリオさんの組織体制ですので、当事者である方の話としては当然かと
思われます。たぐい稀な才能をお持ちの方やから可能なのかもしれません。（抜粋）」
これらの言質は、執行部は当初から自分らの形で（組合員の力を結集して）リーシン
グ活動を実行しようとしていたことを示している。

2）理事長の合意形成型リーダーシップ

理事の真摯さ

3 代目である井上現理事長はあきれるほどの無私・無欲の観念をもちまた、時間をか
けても合意形成の努力を惜しまない人である。組合の意思決定の遅さをコンサルタン
トは効率が悪いとよく指摘するが、サンピアではそれが初代理事長から伝承されてき
たのである。商品バッティング問題など、案件によっては 12 月 31 日の深夜まで議論
することもあった。
理事会もお任せの雰囲気は少ない、どんな案件でも、理事はなんだかんだと口をは
さんでくる。口をはさみ、納得するまで議論する。かつては激論

けんかしたらしい。

組合活動の議論が白熱し、店に怒鳴りこんでくる 2 代目理事長（故人）を店先で投げ
飛ばしたことがあると大先輩の元副理事長がなつかしそうな目で話していたことがあ
る。

2.組合員（競合出店・商品バッティングでの対応）
1 階の中国料理店跡の空き区画について、ナショナルブランドの中華料理店 FC の出
店が決まりかけた段階で飲食店の組合員による会議がもたれたが、飲食街のレベルア
ップのためという意見に収斂され、飲食店組合員全員が出店を了承した。このような
とき組合員は複雑な心境を持たざるを得ない。店舗の経営と共同店舗全体の経営、組
合への出資者の 3 面を持っているからである（図表 11 参照)。自店のことだけ考える
のであれば、他業種であっても競合する業種は来て欲しくない。組合全体を考えるの
であれば、顧客からみた魅力度を向上させ、集客力アップをはかるために強力な店を
誘致するのはよいことだと考えるだろう。あるいは空き区画を早期に埋め、賃貸収入
を得ることで組合財政を強化するには飲食店で競合状況が発生しても仕方がないとも
いえる。これら 3 つの面を同一の人間が抱え持つのである。そして結果的には組合全
体のためにとるべき行動を選んだのである。
48

また、ここ数年はテナントの商品バッティングに対し組合員が結果的に譲歩してい
るケースがほとんどである。主幹品目の場合はそうはいかないであろうが、補完品目
や従たる品目の場合は組合員が（しぶしぶながら）折れている。
筆者自身の内面的な経験からも、これらの行動の背景には組合員が組合全体のため
に自分がどうあるべきかという意識が潜在的に働いているからではないかと思われる。

3.強さの源泉

「組合全体のためにという雰囲気」・「無報酬の文化」

駅前立地であることや 2 番館を保有することは外見的な強みでしかない。共同体と
しての行動を支えている、目には見えない「組合全体のためにという雰囲気」（サンピ
アの組織風土）がすべての強みの源泉であると思う。この「組合のために」という感
情・意識は映画やドラマのようなきれいごとではなく、ワールドカップで優勝したな
でしこジャパンが持っていた「東日本大震災被災地のために」といった多くの人々の
共感を得られるような感動を伴った明白なものでもない。組合員が言葉に出して言う
ことはほとんどなく、各組合員個人のどろどろした利害得失の感情のなかに潜在的に
溶け込んでいるもののような気がする。
個々の組合員は地域商業の成功者としての能力も高く、多方面にわたり広いネット
ワークも持つが、それらを組織的にまとめ方向性を持たせて組合としての成果を上げ
る。そしてそのことについて当事者は報酬は要求しない。要求することを恥じる。こ
の「無報酬の文化」も強さの源泉であると思われる。筆者が 8 年間常務理事としてそ
の渦中にあった時はわからなかった、無償で動き回ることがわずらわしく思ったこと
も多かった。役を離れて、客観的にみると「組合のためにという漠然とした雰囲気（組
織風土）」と

「無報酬の文化」がサンピアの強さの源泉だとわかってきたのだ。この

強さの源泉はどのようにして湧き始めたのか？。筆者が思うに、開業後 34 年間、組合
活動に全身全霊で貢献されてきた先達、現執行部の前の世代、そのまた前の世代

も

う故人も多く、脱退された方も多いが、今日まで様々な組合員がさまざまに努力を積
み重ね、強い思いを持ち、先輩の背中を見ていた後輩がやがて先輩となり、自分の背
中を見ている後輩へと、時代を経て人から人へ、心から心へと

その時々の艱難辛苦

の組合活動の中で培われてきたのではないだろうか。
サンピアはリニューアル借入金を完済し、リーシングノウハウも確立しつつあるこ
とから第 2 成長期に入ったといえよう。商業集積はもともと問題の山だ。問題だらけ
で当たり前なのである。たが、この組織風土・文化がある限りどのような問題も乗り
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越えて行けるであろうと信じている。
最後に井上理事長が理事の報酬の話になると必ず口にする言葉を添えて本稿を終え
たい。筆者はこの言葉はきれいごと過ぎるとずっと思っていた。組合員として 23 年を
経てやっと最近、その意味がわかり始めた。
「ええ歌手育てるのに、育てる側に金儲けの意識があるとできない。組合活動も報
酬があると意識が短期的な成果とその見返りに向いてしまい、本当に組合にとって利
益になることかどうかの判断が後回しになる。」
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空き店舗対策（リーシング活動）で見えた当組合の強みの源泉
図表集
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図表 1 サンピアの沿革
年度
事柄
昭 和
組合設立認可
52
54

63
平
成3

開業

第 1 回リニュ
ーアル
高度化資金
完済

転貸融資制度
導入

11

2 番館新築

13

第 2 回リニュ
ーアル

14

安定留保金制
度導入

説明・備考

本館が土地(1600 坪弱）、地下 1 階地上 3 階、延べ床面積 5700 坪弱、
売り場面積 1650 坪 組合員 52 企業、テナント 4 企業で 昭和 54 年
開業。業種構成は飲食サービス 354 坪、食料品 227 坪、文化用品 469
坪、ファッション 348 坪。駐車台数は 300 台。泉北高速鉄道光明池
駅前に位置し、南側にバスターミナルを持つ。
利便性向上と美観維持を目的に館内にイベントホールやカルチャ ー
教室の設置、外壁塗装や通路やトイレの共用施設改修、CI 活動も行っ
た（総投資額約 2 億 5 千万円）。店舗のリニューアルはなし。
本館総事業費 土地 8 億強、建物 17 億強、うち 15 億円強を高度化
資金に依っていたが、無事完済。
高度化完済後、土地建物の分筆・区分所有を希望する組合員と組 合
所有の継続を主張する組合員に意見が分かれ数多くの論議なされ た
が、結局、組合所有を継続することになった。これに続いて、個 人
所有を主張した組合員への金融資産的機能を提供する意味合いも あ
り、転貸融資制度（商工中金堺支店との）が導入された。現在は 融
資限度額を組合員の組合に対する債権額の約７５％に抑制するこ と
にしている。他の組合で担保以上の貸出しを行い、結局焦げ付き 破
たんした例があることから比べると、サンピアの貸出枠は非常に 賢
明な先輩の英断であったといえる。
第 2 駐車場（平面 800 坪）用地に地上７階建の駐車場 200 台、テナ
ントビルを建設(総投資額 19 億 7 千万円)。スポーツジムのコナミス
ポーツ、医療機関が入居。
バブル崩壊、規制緩和、競争激化のなかでのゾーニングを目的に 店
舗レイアウト変更・店舗改装を伴う大規模なリニューアル(総投資額
約 6 億 3 千万円)であったが、計画途中に 9 組合員の脱退を招いた。
年度末に組合が一定額の現金資産を保有していなければ、当年度 以
前に脱退した組合員の出資金・預り金等の組合員に対する債務の 償
還を一括ではなく５年～１０年にわたる分割返還する制度であり 。
共同店舗の弱点である組合員脱退にともなう多額の資金流出が連 続
し、なし崩しに資金不足になる前に手を打った。

第 2 回リニュ
ー ア ル 借 入 金 共用部分のリニューアルのための借入金完済。
完済
（資料）泉北光明池専門店事業協同組合 執行部からのヒアリングおよび通常総会資料から筆
者作成。
22
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図表 2サンピアの店舗売上および家賃収入の推移
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万 収
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（注）実質賃貸収入は平成 13 年度リニューアルの借入金返済額充当額を組合員店舗使
用料に上乗せしたので、この分を差し引きした額。

（資料）泉北光明池専門店事業協同組合

「通常総会資料」（平成 10 年度〜22 年度）

から筆写作成。
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図表 3

組合員数と店舗数の推移

60
[泉北光明池専門店事業協同組合]

単
位

･

人
・
軒
数

「研修会資料」および「平成 10 年度〜平成 22 年度

50
組
合
40
員
数
及 30
び
店 20
舗
数
10
0

年度
組合員数

店舗数

（資料）泉北光明専門店事業協同組合「通常総会資料（平成 10 年度〜平成 22 年度）」
及び「堺市産業センター専門家派遣勉強会資料」（平成 19 年度）より筆者作
成。
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図表 4

平成 21 年度初頭の空き区画のレイアウト図と一覧表

2階

AT
M

209

区画番号

面積(坪
数)

以前の業種

備考

204

15

携帯電話

携帯電話店の移設希望により空床となる。

209

17

旅行社

業績不振により退店。

215

16

子供服（組合員）

子供服から撤退し空床となる。

217

35

ゲームコーナー

ゲームコーナーは退店後、半分に携帯電話店が移
設したが、残りの区画が空床となった。

229―B

7

婦人服(組合員）

婦人服店(組合員）の縮小希望により空床となる。
前半部をネイルサロンがテナント出店し、後半部
が空床として残った。

1階

ｽﾉｰｼｽﾃ
ﾑ

EV

西

区画番号

面積(坪
概数)

以前の業種

103

47

中国料理

1FEW1

12

備考

飲食ゾーンの中心で大型の店舗が退店し空床とな
る。
平成 21 年度 理事会のアンケートで花卉店が必要との結論が出たこと
により、建物外壁に隣接して新区画を設置し募集。
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図表 5

大手ショッピングセンターA((株)AA）とサンピアの比較表
サンピア

空き区画の予想

退店が決定してから

大手ショッピングセンターA
売上動向を観察し、退店可能性の高い店舗は
把握している。

選定方法

テナント募集専任者

営業部隊６名（場合により事務局員全員）で

はいない。

討議する。

バッティングが主な

※ 選定の材料、お客様の声、営業部隊の情

検討項目であり理事

報、営業部隊以外の事務局員の意見（日常か

会や部会、該当店舗に

ら、他 SC の見学・視察を行いかつ情報の共有

承認をとる。

化を図っている）が時流に合っているかどう
か、業種・業界・業態の情報、SC「A」に合う
かどうか。

出店可否判断

家賃支払い能力を考

粗利益率を業界誌等から入手し、出店者の採

慮することはない。

算性、家賃等支払能力を見積る。

一時使用と通常

空き区画を低額で利

急な退店の場合、空スペースを埋めるために

契約について

用できるようにして

催事契約を行なうことがある。

いる。

まず、既存店に一時利用をしてもらっている。

一時使用の専門業者

次に、一時使用の専門業者（ゲームやお菓子）

をサンピアから声を

を呼ぶこともある。

かけることはない。

☆ 急な退店は少ない。常日頃から、店舗とコ
ミュニケーションを図るとともに、データを
把握し、早めに支援するようにしている。

出店者とのアプ

組合員の紹介や外壁

SC「A」では、自前で探し出しアプローチする

ローチ

掲示のテナント募集

ことを基本としている。アウトソーシングや

横断幕。

ネットは利用しない。
横断幕でテナント募集することもしない。
紹介による誘致を第一に考える。
営業部隊 6 名中４名は、常に出店候補企業を
探り、訪問している。
会社案内やチラシを使い、SC 「A」の経営姿
勢や販促活動をアピールする。

家賃について

固定家賃。（POS・デー

固定、固定+歩合、歩合のみ等多様。

タ端末は設置し、売上

歩合性が可能になるように、全店に統一 POS

統一管理システムは

又は、売上データ端末（CAT）を置いている。

導入されている。）
（資料）泉北光明池専門店事業協同組合

「大手ショッピングセンターA リーシングヒ

アリング報告会資料」（平成 20 年 10 月）より筆者作成。
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図表 6

運営組織形態比較図

サンピアとパリオ CITY

サンピア

パリオCITY

全員協議会

組合員

テナント
監事

総会

組合員

顧問（空席）
監事

理事会

理事長

事務局長

テナント

総会

理事・監事会

副理事長

専務理事

事務局

部会
飲食サービス
食料品
文化用品
ファッション

理事長

委員会
総務
金融
営業管理
情報教育
販売企画

（資料）泉北光明池専門店事業協同組合

事務局長
事務局

「協同組合東部商業開発／パリオシティ

リング・見学報告書」（平成 22 年）より筆者作成
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ヒア

図表 7

運営組織形態比較表

サンピアとパリオ CITY

サンピア

パリオ CITY

総会決議事項以外の日常の意思決定は

事務局（理事長も）が立案し、理事会は承認

委員会がそれぞれ年度予算を持ち、理事

のみ。

会において承認を受け執行。また、バッ

理事長・事務長が SC としての全体最適から判

ティング問題や理事の選出は部会単位

断することを徹底。交渉や意思決定が早い。

で話し合いの結果が尊重され、最終決定

委員会制度はない。

は理事会でされるが、最終決定まで時間
がかかっている。
理事長、副理事長、専務理事、各委員長

パリオやピア （ 注 ） でも委員会があったが、参

の組合運営のための負荷はバラツキが

加者の減少、委員長のモチベーションの低下

あるものの、相当。職員以外は報酬を支

など制度上の欠点が露出し、機能しなかった。

給しておらず、通信費や交通費など必要

この学習により、委員会を廃止し、事務局に

経費も個人負担になっている場合があ

デベロッパー機能を一元化した。

る。これが伝統でもあり、モチベーショ
ンや結果検証、責任などとのバランスで
論点になることがある。
（資料）泉北光明池専門店事業協同組合

「協同組合東部商業開発／パリオシティ

ヒア

リング・見学報告書」（平成 22 年）より筆者作成

（注）「ピア」とはかつて福井県に所在した共同店舗の名称。組合運営の先進事例としてサ
ンピアから視察に訪れたことがある。近年経営破綻した。
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図表 8

サンピアとパリオ CITY

事務局の機能・人員比較表
サンピア

4名

担当部署

パリオ CITY

9名

機能

判断業務

実務担当

転貸融資

金融委員会

事務局

実施していない

総務委員会

設備管理会社

管理業務委託はしていない。有資格

審査
建物・設備
維持管理

者を時給 1200 円で直接雇用 2 名と事
務員の兼務者 1 名でまわしている。

清掃

総務

清掃会社

清掃会社に委託

防災・防犯

総務委員会

警備会社

事務局でほとんど判断し実務は警備
会社に委託している。

福利厚生

総務委員会

事務局

事務局で実施

営業管理委員会

事務局

事務局

リーシン

営業管理委員会（当

事務局

事務長と理事長のネットワークとフ

グ

時）

販売促進

販売促進委員会

（法定）
テナント
管理
ットワークでまかなう。
イベント会社

販促制作会社を利用しているが企

印刷会社

画、印刷を事務局でまかなうことも
多い。
販促費総額 4000 万円（ポイント含ま
ず）。事務長自ら看板、木工、POP を
実施。PC スキルはイラストレイター、
エクセル、アクセス等 CSV 系に対応。
ポイントカードの顧客分析を活用。

活性化（ハ

繁盛店委員会（専務

ード・ソフ

理事担当）

的な活動がもともと不要。

ト）

サンピアを繁盛店に

員外理事長（銀行 OB）とベテラン事

組織横断

することを目的に 1

務長の即断即決。ただし、環境変化

的な

年度 1 テーマで主に

への対応を基本理念としている。

検討

ハード整備を計画実

外注先

委員会組織を持たないので組織横断

行する。
（資料）泉北光明池専門店事業協同組合

「協同組合東部商業開発／パリオシティ

リング・見学報告書」（平成 22 年）より筆者作成。
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ヒア

図表 9

平成 22 年度からのリーシングチームを加えた新組織体制
組合員
監事

総会

顧問（空席）

理事会
リーシング
チーム
Ａ

理事長
事務局長
副理事長

委員会
金融

副理事長

リーシング
チーム
Ｃ
専務理事

委員会
繁盛店会

リーシング
チーム
Ｄ

事務局

リーシング
チーム
Ｂ
テナント

委員会
総務
営業管理

委員会
情報教育
販売企画

部会

部会

飲食サービス

ファッション

部会

部会

文化用品

食料品

（資料）筆者作成。
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図表 10

リーシング活動の成果一覧・フロアレイアウト図 （平成 23 年 10 月）
成 約 契約形態／業種
主体・手法
備考
一時・短期定期
件数 通常契約
営業管理委員会および
事務局の DM 作戦
リーシングチーム

1

花卉店

建物外に新区画の設置

中華料理店
1

外部エージェント

ベーカリー
1

出店希望者側からのア
プローチ
6

退店者が後継店舗紹介

不動産
ファッショ
ン 2
士業事務所

パチンコ

ファッション 2
健康器具
携帯電話

最大空き区画にナショ
ナルブランドの新装新
店を開業
従来型不採算店を居抜
きにより新業態(100 円
手作りパン)に入れ替え
周辺ショッピングセン
ターが閉鎖したり、テナ
ントコンセプトを変更
したりしため移転先を
サンピアに求めて出店
したケースが 3 例含ま
れる。
退店者自らが居抜きで
後継店舗を探し紹介。

1
2階

1階

ｽﾉｰｼｽ
ﾑ
ﾃ

EV

西

（資料）泉北光明池専門店事業協同組合からのヒアリング（平成 23 年 10 月）により筆者作成。
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図表 11

組合員の三面性

店舗当事者

組合運営当事者

組合出資者

（資料）筆者作成。
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