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創造的破壊が、未来を拓く

── 過去からの勇気ある脱却が
成長のチャンスをもたらす──

エコバッグを持参するお買物のスタイルも 、生
活習慣として根付きつつある今日この頃です 。
しかし 、エコバッグも多くは石油を原料とした繊
維製品 。いつかは汚れやほころびが生じて廃棄
2 どの温室効果ガ
され 、焼却処分されればCO な
ス発生の原因になります 。
そこでセブン＆アイＨＬＤＧＳ．
では 、不用にな
ったときには店舗で回収し 、リサイクルする仕組
みを備えたエコバッグ「サークルリサイクルバッ
グ」を開発しました 。 月 日からイトーヨーカ
ドー全店で販売を開始し、今後は、ヨークベニマル
やヨークマートにも拡大予定です 。このバッグ
の最大の特長は 、東レの「ナイロン 」という素
材を採用していること 。この素材でつくられた
製品は 、回収後に工場で新たなナイロン に再生
され 、エコバッグや衣料などの生地として使用さ
れます 。このシステムを利用してサークルリサ
イクルバッグをつくると 、石油原料から直接つく
2 生を抑制でき
ったときに比べ 、約 割のCO 発
ます 。回収窓口はイトーヨーカドーの服飾小物
売場またはサービスカウンターで 、購入店を問わ
ず引き取ります 。バッグ内のタグにも回収方法
の表示をしています 。
温暖化防止や循環型社会の実現が真剣に模索
される中 、幅広い分野で「リサイクル」がクロー
ズアップされてきています 。今後も 、バッグだけ
でなくレイングッズなど 、この素材を活かした循
環型商品の開発に 、積極的に取り組んでいきます 。
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エコラム

レジかご一杯分のお買物がすっぽり納まる L サイズは、口が巾着状にしぼれて少なめのお買物
にも便利。自転車かごを想定した M サイズは、持ち手の長さが調節でき、肩にもかけられます。
カラーは赤・茶・ブルー・紺・カーキ・黒の６種で各980円。どちらもコンパクトに折りたた
んで携帯できます。

エコバッグは進化する。
循環型リサイクルの仕組みを備えた
「サークルリサイクルバッグ」

限りある石油資源の
消費と CO2 の発生を
抑制。また、1 枚ご購
入いただくごとに、５
円を温室効果ガスの
排出権取得に当て、日
本政府に寄付し、日本
の CO2 削減目標の実
現に貢献します。

2008 WINTER

エコラム

エコバッグは進化する。
循環型リサイクルの仕組みを備えた「サークルリサイクルバッグ」
対談／ブレイクスルーのヒント

創造的破壊が、未来を拓く

──過去からの勇気ある脱却が成功のチャンスをもたらす──
新社長インタビュー

「次なる飛躍」に向け
グループシナジーを活かして一段の改革を推進



8

山下國夫（ミレニアムリテイリング代表取締役社長）

そごう千葉店の専門店館「オーロラモール ジュンヌ」に
オッシュマンズ千葉店オープン
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中国特報便

北京オリンピック後の中国マーケットで
さらなる飛躍を目指します

11

スーパーマーケット事業の統合に向け
組織体制を刷新

12

特集・マーケットニーズに迫る

お客様の「変化」にチャンスあり！

イトーヨーカドー／「ザ・プライス西新井店」オープン
セブン- イレブン／「中食」志向に応えたＭＤ強化
■ミレニアムリテイリング／ブラン
ドを超えた売場づくり
■ヨークベニマル／新たな店舗フォーマッ
トを開発
■ セブン&アイ
・フードシステムズ／「選べるメニュー」開発
■イ
トーヨーカドー／潜在ニーズを具現化する衣料ＭＤ
■

■
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吉川廣和（DOWAホールディングス会長・CEO）
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吉川 廣和

００年から昨年度までの７年間で経常利益を

に全社規模の事業構造改革に着手され 、２０

部門を統括する専務に就任された１９９９年

んは 、その前身である同和鉱業の企画・管理

こられた吉川さんをお迎えしました 。吉川さ

ＥＯとして改革の先頭に立って成果を上げて

属会社のＤＯＷＡホールディングス会長・Ｃ

鈴木 今回は 、明治以来の歴史を持つ非鉄金

したから 、極端にいえば店をつくって商品を

く成長を遂げたのですが 、モノ不足の時代で

業も似ていますね 。高度経済成長時代に大き

鈴木 なるほど 、私どものスーパーストア事

意味での官僚主義がはびこっていきました 。

たちは偉いのだ」という錯覚に変わり 、悪い

会を支えているという自負や使命が 、
「自分

使命でした 。こういう環境下で 、いつしか社

かではなく 、安定して供給することが最大の

売れる」という状態でしたから 、いかに売る

期までは供給不足の状況下で「つくれば必ず

という自負がありました 。しかも 、高度成長

鈴木 敏文

吉川 １８８４年（明治 年）に同和鉱業の

御社は今年で創業何年になるのですか 。

革の考え方などをうかがいたいと思います 。

見事に成し遂げられました 。今日は 、その改

のはたいへんなことだと思いますが 、それを

会社ほど 、過去の習慣を断ち切り 、改革する

売からなかなか脱皮できませんでした 。

売り手市場だった過去の成功体験に頼った商

和の時代へと市場環境が変化しているのに 、

のだと錯覚して 、需要と供給が逆転し消費飽

を自分たちの実力によって成果を上げられた

並べれば売れていたわけです 。しかし 、それ

を持ち 、鉱石を製錬して銅 、亜鉛 、金 、銀 、鉛

吉川 同和鉱業はもともと国内に優良な鉱山

な雰囲気だったのでしょうか 。

鈴木 改革に取り組まれる前の会社は 、どん

ます 。

れている非鉄金属は 、製品価格が暴落して 、

円高になりますと 、ドルベースで取り引きさ

が続きました 。さらに 、 年代半ばに急激な

えるとともに有利子負債も増えるという状況

への投資のために消えてしまい 、売上げが増

その利益は 、赤字事業の穴埋めと海外の鉱山

吉川 私どもでは 、優良な鉱山を持っていて

などの非鉄金属を生産することを主要事業と

国内鉱山はみなつぶれていきました 。１ドル

前身である藤田組が政府から小坂鉱山の払い

してきました 。社員の間には 、日本の近代化

３６０円だった為替レートが１ドル１２０円

そこから上がる収益も大きかったのですが 、

を担い 、戦後は復興・高度成長を支えてきた
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創造的破壊が、未来を拓く
１２０年を超える歴史をもち、わが国の近代化と戦後復興を支えてきた
非鉄金属会社にあって、その組織風土、事業構造を根本から変える大改革を実施し、
７年間で経常利益を 10 倍にも伸ばした
ＤＯＷＡホールディングスの吉川会長・ＣＥＯをお迎えし、
組織の壁を壊し、成長を成し遂げたその改革の手法と考え方など
事業領域を越えて現代の企業改革の課題に役立つ、示唆に富んだお話をうかがいました。

ままでと同じことを続けていたら 、将来がな

いないために 、業績が悪化したのだから 、い

しかし 、私は 、世の中の変化に対応できて

かなると考えていました 。

いままで通りの商売の仕方を続ければなんと

など 、一時的な売れ行きの悪化だと考えて 、

幹部社員は 、その業績悪化を天候不順のため

化した結果でした 。しかし 、当時ほとんどの

足だった高度成長期とはお客様の買い方が変

モノが世の中に行き渡るようになり 、モノ不

初めて経常利益減を経験しました 。これは 、

ーカドーは１９８１年の中間期で会社設立後

とは 、たいへん難しいことですね 。イトーヨ

鈴木 変化を認めて 、自分を変えるというこ

です 。

ても 、どこかでまだ大丈夫と考えたがるもの

た 。人は弱いもので 、どんなに追い詰められ

っても売っても含み益が減らない状態でし

て 、土地や株が値上がりを続けていれば 、売

何しろ明治以来の簿価で土地や株を持ってい

なんとかなるという意識が強かったのです 。

はありませんでした 。資産を切り売りすれば

吉川 ところが 、経営幹部の間でも危機意識

危機感が広がったのではありませんか 。

鈴木 それだけ環境が変化すると 、社内でも

になってしまうので 、成り立たないわけです 。

になったら 、それだけで製品価格が３分の１

──過去からの勇気ある脱却が
成長のチャンスをもたらす──

いと考え 、思い切った改革の必要性を説いて 、
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下げを受けて創業し 、今年で１２４年になり
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けで情報交換が行われていました 。そんなバ

派閥のようなグループができて 、その内部だ

した 。そのかわり 、社内のあちこちに一種の

きた結果 、必要な情報が社内に流れませんで

吉川 官僚的な縦型社会がつくり上げられて

ね。

を壊すということに取り組まれたそうです

内の風通しをよくするために 、まず社内の壁

鈴木 吉川さんは 、官僚主義のはびこった社

今年も売れました 。しかし 、消費飽和の現在

も長く 、前年の同じシーズンに売れたものが 、

生みます 。かつては 、商品のライフサイクル

過去のデータに頼ってしまうという弊害さえ

も何の役にも立ちませんね 。そればかりか 、

鈴木 確かに過去の資料をため込んでおいて

大半が不必要なものなのです 。

ーや脇机にしまいこんでいる書類というのは

パーテーションも全部追放しました 。ロッカ

すから 、私は固定デスクも脇机もロッカーも

ンやロッカーなどで囲い込もうとします 。で

ものです 。壁がなくなっても 、パーテーショ

吉川 放っておくと 、人は壁をつくりたがる

いうのでたいへん驚きました 。

をいく方法を率先して取り入れられていると

の管理もしやすくなるので問題はありません 。

ケーションがよく取れるようになって 、仕事

仕事をするようになります 。それでコミュニ

ちが 、だいたい同じようなところに集まって

させれば 、その日の自分の仕事に必要な人た

わけではないのです 。部下を信頼して仕事を

事を管理するのであって 、人を管理している

がありました 。しかし 、管理職というのは仕

散らばっていては 、管理ができないという声

吉川 当初 、管理職からは部下があちこちに

外の問題が起きたりはしませんでしたか 。

鈴木 そのように大胆に変えたことで 、予想

るようになっています 。

ィスは４５０席あって 、どこでも自由に座れ

に 、フリーアドレスにしました 。いまのオフ

年から業務改革を進めてきました 。

カげたことをなんとか壊そうと考えた時に 、

ーションがなくなり 、派閥が生じていくわけ

人以外とは 、直接顔を合わせてのコミュニケ

てしまいます 。そうすると 、だんだん特定の

屋まで行くのが億劫になって 、電話ですませ

ていけばすむ距離なのに 、壁があると隣の部

たとえば 、隣同士の部署ならちょっと歩い

います 。ですから 、私は過去のデータに頼っ

なものを揃えよう」という発想に陥ってしま

年の今頃これが売れたから 、今年も同じよう

もかかわらず 、うっかりするといまでも「去

そのように消費環境が大きく変わっているに

昨年売れたものは 、今年はもう売れません 。

では 、いままでにないモノが求められていて 、

コミュニケーションを重視してきました 。

も進んでいきますね 。私もずっとダイレクト

ーションを取るようになれば 、情報の共有化

んがフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケ

鈴木 そのように壁をなくして 、社員の皆さ

壁のない１フロア、フリーアドレスの
画期的なオフィスを実現

壁の存在がとても良くないと気づきました 。

です 。ですから 、物理的に人を隔てている壁
てはいけないと言い続けてきました 。

してくれるのは 、現場で働いている人たちで

とさえあります 。実際に会社に利益をもたら

ます 。時には指示そのものが消えてしまうこ

らいに内容が変わってしまうことがよくあり

という話が 、
「サルが川でおぼれた」というく

て伝わっていくうちに 、
「ネコが道で転んだ」

吉川 確かに 、私の話がいくつもの部署を経

印象が違うといった声もよく聞かれます 。

じて自分の上司から聞かされた話とはだいぶ

すと 、そこに出席した社員からは 、組織を通

開催し 、私が直接話をしています 。そうしま

人以上を一堂に集める「経営方針説明会」を

だそうですが 、伝統のある会社で時代の先端

ったデスクを持たない完全フリーアドレス制

働いているそうですね 。しかも 、社員が決ま

１５００㎡のフロアで４００名の社員の方が

鈴木 現在 、秋葉原にある本社は 、壁のない

いけないわけですから 、難しさも倍加します 。

れを 、会社の目指す一つの方向に導かないと

けですが 、経営のトップに立つと 、今度はそ

吉川 心というのは一人ひとり違っているわ

く同じことが問題になるわけです 。

して改革を行っても 、しばらくするとまった

じテーマが出てきます 。１度取り上げて徹底

１０００回以上に達していますが 、何度も同

と痛感しています 。業務改革委員会もすでに

のは 、言い続けて徹底を図ることが不可欠だ

鈴木 まったく同感です 。私は 、改革という

を壊すのが一番たいへんです 。

の「心の壁」に行きあたると思います 。これ

吉川 さらに部門や役職ごと固まらないよう

去の資料を捨てるということが大切です 。

仕事の仕方に変えていくには 、思い切って過

ちで仮説を立てて検証するという 、客観的な

現実のマーケットを見て 、そこから自分た

るのだと思います 。直接顔を見れば 、そこに

お互いの間にある壁を低くすることにつなが

て対話を行うことで 、お互いの心が開かれ 、

吉川 おっしゃる通りです 。直接顔を合わせ

た。

なのだから絶対にやめないと言い続けまし

たが 、直接顔を合わせて話をすることが重要

議を開くなど非効率ではないかと言われまし

間とコストをかけてＯＦＣや店長を集めて会

ろいろな通信手段も発達している時代に 、時

ですね 。私は以前よく 、高度情報化社会でい

鈴木 まさにダイレクトコミュニケーション

きました 。

り 、そこで制限時間を設けずに討論集会を開

グループ各社の中堅以上の幹部社員８０００

に集めて会議を開いています 。また 、毎年 、

ンのＯＦＣやイトーヨーカドーの店長を本部

の一つですが 、それ以外にも 、セブン イレブ

先ほど申し上げた「業務改革委員会」もそ
-

すから 、そこにしっかりと思いが伝わらない

私は 、愚直に社員と対話を積み重ねることし

何か感じるものが必ずあります 。そういう感

情報プラスアルファの説得力を生む
ダイレクトコミュニケーション

を取り払おうと考えました 。

と 、改革は進みません 。

か対策がないと考え 、海外を含めて約 ある
事業所を１年半かけて一つひとつ全部まわ

性を育てることが重要です 。

「壁」というのは物理的な壁 、組織の壁…と
いろいろあるのですが 、突き詰めていくと人

70
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ました。セブン イレブンの事業を始めた時も 、

必ず数字は後からついてくると言い続けてき

鈴木 私も「質」をしっかり強化していけば 、

ったからだと考え 、全社内から専門家などを

っと問題が起こった時に隠すような体質があ

た 。それは偶然のことではなく 、過去からず

も私は事故に対する対応の遅れを重視しまし

したが 、それらの改革にあたっては 、数値目

制への移行などを矢継ぎ早に進めてこられま

債削減 、さらにマネジメント改革 、持株会社

す経営に取り組んできました 。体質を変える

量的な規模の拡大ではなく 、質の向上を目指

字合わせを行いがちです 。ですから 、私は 、

しゃる通り 、数値目標を掲げると 、無理な数

を止めただけでも 億円近くの損失を出すの

工場の操業を カ月停止しました 。１日操業

変えることはできないと考えて 、思いきって

りました 。そこでこの機会を逃しては体質を

した 。その結果 、いろいろと問題点が見つか

-

決して何年間に何店舗つくるというような数

標よりも「何をするか」という施策を重視さ
ということが一番大切なことですね 。

「質」を強化していけば
結果として「数値」はついてくる
鈴木 吉川さんは事業構造改革に取り組まれ
値目標は掲げませんでした 。吉川さんがおっ
名ほど工場に入れて 、徹底的に調査させま

て 、収益構造改革 、資産構造改革 、有利子負

れているとうかがいました 。

と持株会社の間で 、やると決めた施策は絶対

して数値がついてくるはずです 。各事業会社

た 。その施策をきちっと実行すれば 、結果と

すべきかという「施策」をはっきりさせまし

と判断したので 、構造を変えるためには何を

も 、構造を大きく変えなければ生き残れない

吉川 事業の領域そのものは変わらなくて

歴史をもっているだけに 、過去の経験から脱

がその点は対応が進んでいます 。御社は長い

応が進んでいません 。比較的新しい食品の方

る状態にあるのですが 、なかなか変化への対

いまや消費飽和環境の中でお客様の支出も減

になりました 。最も古くからある衣料品は 、

らスタートし 、食品は途中から手がけるよう

イトーヨーカドーは 、もともとは衣料品か

たかったからです 。事故はあってはならない

のだ」ということを切実に感じとってもらい

ことで 、全社的に「昔のやり方ではいけない

で抵抗もあったのですが 、厳しい対応を取る

すが 、それでも反応がありませんでした 。そ

に実行するという約束（コミットメント）を

改革の目標として年間何千億円という数字
んな時に 、古くからある主要工場で排水事故

却するのもたいへんだったのではないです

を打ち出して 、そこから施策を考えるという
を起こして 、その報告が遅れたために 、川の

交わしています 。もしも思わしい結果が得ら

方法では 、必ず数字合わせのためのでたらめ
下流にある飲料水の取水源にごく微量の排水

か。

な計画が出てきます 。それよりも 、会社の体
が流れ込んでしまいました 。幸い健康被害が

れなかった場合は 、
「施策に誤りがなかった

質を強くするための施策を 、きちっと立案 、
出るほどの量ではなかったのですが 、それで

吉川 私どもでは 、伝統的な鉱山・製錬事業

実行していくことの方が重要です 。

鈴木 確かにおっしゃる通りですね 。たとえ

のか」というように 、施策の段階に戻って見

ことですが 、万が一起こってしまったら 、そ
ば 、２カ月あればできるだろうと思っている

が変わらないために 、警告を出していたので

れは自分たちの悪しき習慣を断ち切る機会と
課題でも 、期日を明確にしておかないでいる

直します 。

して活かしていくことも大切だと思います 。
と 、１カ月後にあの課題はどうなったと聞く
と 、あと３カ月かかるという返事が返ってく

週間という答えなら 、
「なぜ 日間ではで

何時間で 、あるいは何日でするのか」と聞き 、

場合でも 、私は「きみは具体的にその仕事を

たとえば 、仕事のスピードを上げるという

行するのかを問いかけています 。

ません 。ですから私は 、つねにどのように実

行に移し 、やり抜くのでなければ意味はあり

なく 、実際に具体的な対策を立てて改革を実

する人は数多くいます 。しかし 、口先だけで

策も責任もなく 、評論家的に「べき論」を口に

ます 。事故や不祥事が起こった時でも 、具体

までやり抜くことは全く別だと言い続けてい

吉川 私は行動を伴わない「べき論」と 、最後

ですね 。

逆境は 、まさに改革のチャンスでもあるわけ

的にいろいろと露呈していますが 、そういう

鈴木 昨今は 、食の安全をめぐる問題が社会

の陳列の仕方をこう変えよう」という指示が

を拝見して 、セブン イレブンさんでは 、「商品

変化についていけませんね 。鈴木さんの著書

な仕事の進め方では 、現代のスピーディーな

になりがちです 。しかし 、そのような官僚的

では検討します」といって大会議を開くこと

吉川 よく何かを変えようとすると 、
「それ

例はないそうです 。

持株会社への移行が 、こんなに早くできた事

ディングス設立に至りました 。後で聞くと 、

仕事を進めさせた結果 、半年で現在のホール

な対応が不可欠です 。そこで期限を区切って

変化の激しい時代にあっては 、何よりも迅速

期間が必要だとの報告を受けました 。しかし 、

も 、必要な手続きをすませるのに１年以上の

の移行に向けて関係部署に対応を指示した時

あります 。２００５年の初めに持株会社制へ

とちゃんとできる 、というようなことがよく

いますが 、お話をうかがっていると改革の課

鈴木 流通業と金属事業とまったく領域は違

思います 。

しくシナジー効果などと言うべきではないと

う点まで踏み込んで提示できなければ 、軽々

果があるのか 、その効果を出すのは誰かとい

く耳にします 。しかし 、具体的にどういう効

ありませんね 。

いちいち会議を開いて検討するようなことは

単な打ち合わせをして実行すればすむ話で 、

-

きないのか」と言います 。仕事ではよく１週

でたらすぐに実行する 、そういう考え方を 、

題という点ではまったく同じです 。私たちの

る 。そこで 、改めて期日を区切ってやらせる

間後 、１カ月後 、という区切り方でスケジュ

現場にいたるまで徹底させていると知り 、同

これからの取り組みにも 、たいへん参考にな

「べき論」ではなく、具体的に
踏み込んで「やり抜く」ことが必要

ールを立てますが 、よくよく尋ねるとその区

じようなことを考えていらっしゃると思いま

また 、最近はシナジー効果という言葉をよ

切り方に根拠のないことが多いのです 。私は

ります 。本日はありがとうございました 。



1

1

した 。日常の仕事では 、ほとんどの場合 、簡

4
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具体的な根拠のないものは一切認めません 。

1

新社長インタビュー

● 略歴

現在の経済情勢の大きな変化、
また少子高齢化、人口減少といっ
た消費環境の激変をチャンスとと
らえ、私たちは業績回復に向けて
いっそう改革を加速していきま
す。今後、３年を目途に経営シス
テムの抜本的な見直しを進め、商
品部を現場に近づけ、間接部門を
より軽量化していくことで、営業
の第一線に立つ人員を厚くしてい
く方針です。
さらに 、間接部門軽量化には 、
セブン＆アイ・グループ内の経営
インフラを活用するなど、業務機
能のアウトソーシングを含めた効
率化も考えています。

1

10

未来から今をかえりみて
改革を進め、
企業価値の向上へ

ミレニアムリテイリング
代表取締役社長

く、未来に向けて価値を高めてい
くには何をなすべきかという視点
から、現在の在り方を変えていく
ことが必要です。
百貨店事業にとっての価値と
は、
「お客様の満足」にほかなりま
せん。お客様の満足を実現するこ
とで、着実に収益を高め、地域社
会、お取引先、社員といったあら
ゆるステークホルダーにとって価
値のある会社となっていくものと
確信しています。そのため、私た
ちは 年度から店頭営業力の回復
に向けて「百貨店人としての原点
に立ち返り、商品を軸とした仕事
への変革」に取り組んできました。

1942 年 東京生まれ。早稲田大学法学部卒業
1966 年 株式会社西武百貨店入社
 式会社ミレニアムリテイリング取締役
2003 年 株
その後、同社常務取締役
専務取締役を経て
2007 年 株式会社そごう代表取締役社長（現任）
2008 年 1
 0 月、ミレニアムリテイリングおよび
西武百貨店代表取締役社長に就任

10

いま、
ミレニアムリテイリング・
グループは、再生、再建から効率
化を経て、成長へと向かう途上に
あります。百貨店業界において経
営統合を最初に実現したそごう、
西武は、組織・マネジメント体制
を抜本から変えることで 、現在 、
大手百貨店の中ではトップクラス
の経営効率を達成しています。し
かし、経済・社会の環境はさらに
激変しており、一段の改革を進め
ることが不可欠です。この時にあ
たって、もはや過去の延長ではな

山下 國夫
トレンド感あふれる足元のおしゃれを発信する婦人靴
「モードキャラクター売場」
。
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能となります。
入れていくことが必要であると考
えます。一定エリア内に展開して
グループシナジーを活かして
いる店舗を組み合わせ、一方を母
店舗の魅力をさらに高める
店、他方をブランチ店と位置付け、
また、現在、厳しい状況にある
効果的な投資と営業力の強化を図
地方や郊外の店舗の強化に向け
っていきます。例えば母店は、ス
て、積極的にグループシナジーを
ーパーブランドの導入も含めたフ
ル・マーチャンダイジングにより、 取り入れていきます。この 月に
は 、そごう千葉店別館「オーロラ
よりいっそう地域ニーズの掘り起
モール ジュンヌ」にグループのス
こしを追求するとともに、エリア
ポーツ専門店「オッシュマンズ」が
内店舗の商品企画、調達、教育訓
出店するなど、新しい業態開発の
練などの機能を集中させます。ブ
具体的な取り組みも始まっていま
ランチ店では店頭営業力強化に集
中できる体制を整えていきます。 す。その他にも、エンターテイン
メント性あふれる食品売場や子供
これによりマーケットシェアを高
関連の売場、旬の味覚を楽しめる
め、仕入れなどにおいてスケール
レストラン街などにグループのイ
メリットを発揮していくことが可
ンフラを活用していくことで、百
貨店の楽しさや魅力をさらに高め
ていくチャンスは数多くありま
す。このため 月 日には、グル
ープシナジープロジェクトを発足
させ、具体的な取り組みの検討に
も着手しています。
このような一連の改革を推進す
ることで 、地域のお客様に「この
街に住んで良かった。なぜならこ
の街にはそごうや西武百貨店があ
るから」と言っていただける店を
つくっていきたいと考えています。
西武百貨店

「商勢圏」を構築して
地域のお客様の支持を拡大
私たちが目指す品揃えを実現す
るには、お取引先のご理解とご協
力が不可欠です。しかし、厳しい
環境の中で、お取引先も経営効率
化を図っており、今後、商品開発
のアイテム数や供給先の絞り込み
も進んでいくものと考えられま
す。もはや地域一番店でなければ
思うように品揃えができない状況
に進んでいくでしょう。
そのためには個店の力を強化す
るとともに、複数の店舗によって
より広域な範囲のお客様を取り込
む「商勢圏」という考え方を取り
地域のライフスタイルに応える旬な提案を実現する婦人
服の自主編集売場「キートゥースタイル」
。

ライフスタイルに合わせて
買い回りができる楽しい「館」に
百貨店のマーケット環境を見て
みると、今後、さらに少子高齢化、
人口減少によりマーケットは縮小
傾向にあり、競争はますます激化
していきます。この中で、私たち
は、「お客様にとっての店舗の価値
とは何か」をもう一度見直す必要
があります。百貨店にとって衣料
品は重要な収益部門ですが、衣食
住から知識・教養 、趣味 、美容・
健康など、現在のお客様の生活全
般にわたって、ライフスタイルや
こだわりに応じた商品・サービス
を提供していくことが期待されて
います。
このため、店舗全体が統一感あ
る品揃えで、お客様がご自分のラ
イフスタイルに合った商品を求め
て楽しく買い回りできる「館（や
かた）
」をつくり上げることが重要
です。また、単なる商品の提供だ
けでなく、お客様に適切なアドバ
イスや情報を提供するなど、接客
能力を磨いていくことが必要で
す。今後、そのような社員の啓発
を含めた、人事・人材登用の仕組
みづくりも進めていきます。
そごう

「次なる飛躍」に向け
グループシナジーを活かして
一段の改革を推進

スポーツを軸にファッションや
カルチャーとの 融合を追求

ルを提案し、新たなファンづくり
に成果を上げています。このＭＤ
をさらに進化させた千葉店は、専
門店館の中でも新しいスポーツシ
ョップとして、お客様の注目を集
めています。

独自の世界観に裏付けられた
ＭＤの進化形態として
千葉店はサーフィン、アウトド
ア、フィットネス、ライフスタイ

ルという４つの分野を軸とした構
成で、生活の中でスポーツを楽し
むという世界観を表現した売場づ
くりを行っています。品揃えの面
では、百貨店では扱いのないPA
TAGONIA、HURLEYな
どオッシュマンズならではのブラ
ンド展開を行うとともに、専門店
館の客層に合わせて女性向けの品
揃えも強化。新しい客層を百貨店
にも呼び込んでいきます。また、
百貨店専門店館への初出店となる
ため、ミレニアムリテイリングの
協力を得て接客技術の研修を実施
するなど、グループシナジーを活
かした準備も進めてきました。
千葉店では、ＭＤ 、接客サービ
スなど総力を挙げて新しい魅力づ
くりを追求し、従来の百貨店のお
客様に加え、多様なスポーツ愛好
家の心をつかむ店づくりを進めて
いきます。

千葉エリアのお客様に、スポーツカル
チャーをベースにした新鮮なライフスタ
イルを提案していきます。

ハイレベルな消費への志向を根付かせました。

ピックの成功は中国の国民に自信を与え、より

す。中国のグループ各社で構成した「セブン＆

めていくために、重視しているのが情報共有で

リンピックは中国ビジネスの一つの節目。中国

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
にとっても、北京オ

ＨＬＤＧＳ．
各社は、いち早く、契約農家によ

まっています。これまでも中国のセブン＆アイ

「 食の安 全・安 心」に対 する関 心が急速に高

店舗オペレーションについては、きめ細かい

追求しています。

一体となってシナジーを高め、お客様ニーズを

共通の商品開発や各社の良さの拡大を進め、

アイＨＬＤＧＳ．
中国協議会」を通し、グループ

の国内事情や規制により当初の出店目標には

る低農薬栽培や産地直送の開拓に取り組み、

益体質の強化を推進。今後の競争の激化に備

死に筋排除と精度の高い発注に取り組み、利

また、中国内でも粉ミルク汚染騒動などで、

達しませんでしたが、現在は華糖ヨーカ堂８

安全・安心を提供する店としての認知を高め、

え、フレンドリーサービスの社員教育にも力を

カ堂は地域のライフラインを守るという信念

一番店を目指します。

密着した店舗づくりを進め、それぞれが地域

ナル商品の開発や、品質に安心感のある日本

利益体質の強化に向けて
店舗オペレーションの精度を向上

注いでいます。今後も徹底して中国の地域に

信頼を得てきました。今後はさらに、オリジ

スーパーの王府井ヨーカ堂２店舗、セブン イ-レ
店舗と、ドミナント化を推進して
ブン北京

順調に出店数を伸ばし、地域に密着した個店
経営を進めています。
年。その間に中国の都 市部は毎 年

華糖ヨーカ堂が北京に１号店をオープンし
てから

ションは国際的なトレンドを反映するようにな

で営業を続けるとともに、グループを挙げて

月の四川大地震発生時、成都イトーヨー

り、マンションの建設ラッシュを背景に、住居関

の被災地支援を実施し、多くのお客様に感謝
こうしたお客様のロイヤルティをさらに高

連の需要も拡大。現在は物価高や資産価格の

％以上の経済成長を続けてきました。ファッ

メーカーの商品を積極展開していく方針です。

店舗、成都イトーヨーカ堂 店舗、高級食品

グローバル化する経済と
安全・安心な暮らしを求める消費者

地域に密着した店舗づくりを続けていきます。

今後も新たなステップに向け、中国のセブン＆アイ各社は一丸となって

オリンピックを終えたいま、人々の価値観やライフスタイルは大きく変わりました。

北京オリンピックを一つの目標地点として、経済発展の道を一気に駆け抜けて来た中国。

北京オリンピック後の中国マーケットで
さらなる飛躍を目指します

月 日、そごう千葉店の専門
店館「オーロラモール ジュンヌ」
地下 階に、オッシュマンズ千葉
店がオープンしました。原宿、新
宿、吉祥寺、町田、春日部にスポー
ツ専門店を展開しているオッシュ
マンズの第６番目の店舗で、千葉
県への初出店 となります。
オッシュマンズは、近年、マー
チャンダイジング（以下、ＭＤ）改
革を積極的に進め、アウトドアや
フィットネス、サーフィンなども
ともと多くのお客様の支持を得て
きた分野を軸としながら、ファッ
ションや音楽・ダンスなど周辺カ
ルチャーと融合したライフスタイ

「オープンを楽しみにしていた」というお客様がぞ
くぞくとご来店。

の声をいただきました。

消費動向は落ち着いてきていますが、オリン

10

オッシュマンズならではの人気ブランドや限定
アイテムを多数展開。
（写真は「PATAGONIA」
）
ヨガやランニングなど、女性向けの
フィットネス商品を強化しています。
流行に敏感になったお客様に向け、
成都イトーヨーカ堂ではオリジナルジー
ンズショップを展開。
食の安全・安心に関心が高まる
中、開 発 商 品 や日本メーカーの
商品が人気。中でもポテトチップス
（一 番 奥）
などのオリジナル開 発
商品は、グループ各社で展開し、
好評です。

3

下落、さらに世界的な金融危機の影響もあり、

5

66

10

11

中国で展開する
セブン &アイHLDGS. 各社の
最新動向をお伝えします

22

1

10

10

ま

マル社長はこう語っています。
「少子高齢化と人口減少の進展
は、国内の食品マーケットの急激
な縮小をもたらします。さらに昨
今の原材料やエ
ネルギーコスト
の高騰により 、
お客様の生活防
衛意識が高まり
購買行動も大き
く変化していま
す。いずれもＳ
Ｍ事業にとって
は厳しい環境 。
これを乗り切る
には経営効率を
高め 、各事業会
社が営業に専念
できる体制を整
えることが不可
欠です。統合に
より各事業会社
が培ってきた経
営資源を共有し、
「SM 事業サポート本部」の組織図

営業サポート部

A
A

事業本部：C

A
業務

事業会社独自機能
B
業務

統合機能だが、執務場所
は事業会社
C
業務

統合機能
執務場所はサポート本部

・両社の重複業務を極力一本化して、組織的シナジーを出す
ことを目的とする。
・縦割りの現行組織を機能別に分解して「営業サポート機能」
と「本部機能」にくくり直しをする。
・今ある 56 業務を 3 つの視点で分類整理。

SM 事業
サポート本部

シナジー効果を上げていくこと
で、事業の損益分岐点の引き下げ
や資産効率の向上を推進し、事業
体質の強化を目指します」

B

EC：エグゼクティブ・コミッティ

EC 代表

B
営業部門
営業部門

「スーパーマーケット事業は 、
今後いっそう坪効率の高い店づく
りを行っていくことが生き残りに

商圏環境などが異なります。この
ため、日々の店舗運営にあたって
は、それぞれ独自の取り組みを重
視。各事業会社は、「自己責任をも
って自立した日々の営業活動を展
開すること」を方針としています。
今回の組織改正に際しては、対
象となる 業務の「棚卸」を行い、
ＳＭ事業サポート本部が担う統合

とって不可欠です。統合を進める
ことで、店舗建設資材の調達に規
模のメリットを活かせるといっ
た、直接のコストメリットだけで
なく 、作業改善の取り組み、パー
トタイマー社員の戦力化など、ヨ
ークベニマルが培ってきた優れた
ノウハウを学ぶ機会も広がりま
す。情報の共有化についても、従
来は会社の幹部クラスが中心でし
たが、現在では店舗のパートタイ
マー社員が、直接ヨークベニマル
の店舗に研修に行くといった取り

機能、営業サポート部が担う統合
機能 、事業会社の独自機能（店舗
運営に直接関わる機能）に分類。
重複業務の一本化によってシナジ
ー効果を上げるとともに、従来の
縦割り組織を機能別に再編して、
機能の集中と分散に留意し、各事
業会社の日常的な営業活動の効率
化を図ります。

組みが生まれ、現場レベルでの交
流で、より実効性の高い情報やノ
ウハウの共有化が実現していま
す」
今後 、ＳＭ事業セクターでは 、
事業会社の組織のスリム化に向
け、サポート本部に移す機能、事
業会社が担当する機能の精査を進
め、２０１０年度には、組織統合
およびシステム統合を完成させる
計画です。組織機能の集中と分散、
各事業会社の自己責任と自立をキ
ーワードとした事業統合により、
お客様満足の追求と徹底したロー
コスト経営の実現を目指していき
ます。

12

経営効率を高め
各事業会社が営業活動に専念できる体制へ

セ
ブン＆アイＨＬＤＧＳ ．
は、
ヨークベニマルをＳＭ事業
セクターの中核会社と位置づけ、
ＳＭ事業の強化を図り、統合・再
編を検討してきました。 月１日、
その第一歩となる組織改革を行
い 、ヨークベニマル内にＳＭ（ス
ーパーマーケット）事業を統括す
る「ＳＭ事業ＥＣ（エグゼクティ
ブ・コミッティ）
」と、ＳＭ事業セ
クターの統合再編に向けての統合
機能を担う「ＳＭ事業サポート本
部」を設置。事業会社であるヨー
クベニマル、ヨークマートの社内
には「営業サポート部」を設置し
ました。
ＳＭ事業サポート本部が担う役
割は、ＳＭ事業セクター全般の戦
略立案、事業会社の経営効率化を
図る制度や仕組みの提案、そして
従来、事業会社ごとに行ってきた
管理業務等のうちで統合可能な業
務の一元化です。ＳＭ事業ＥＣ代
表に就任した大髙善興ヨークベニ

ス
ーパーマーケット事業は 、
小商圏の日常的なニーズに
応えることが使命。営業面では徹
底した地域密着、迅速な意思決定
と方針・施策の実行が重要です。
しかし 、福島 、宮城 、山形と北関
東に店舗を展開しているヨークベ
ニマルと、首都圏を中心に店舗展
開を進めているヨークマートでは、
56

方針 、戦略の一元化と自己責任による自立した営業活動

9

現場レベルのノウハウや情報の共有化も着実に進展

組織体制を刷新

た 、ヨークベニマルとヨー
クマートは 、システムや機
能統合に向けて、組織の同一化を
実施。これにより、事業フォーマ
ットの標準化や情報の共有化を図
る際にも、各事業会社の対応部署
などが明確になり、日々の営業活
動におけるシナジー効果をよりい
っそう高めることができます。
ヨークマートの川上達郎社長
は、この事業統合の生み出すメリ
ットについて、次のように語って
います。

ヨークマートのパートタイマー社員がヨークベニマ
ルで研修するなど、
情報共有を進めています。

13

スーパーマーケット事業の
統合に向け

セブン イ
- レブン

14

イトーヨーカドー〈ザ プ
･ライス西新井店〉

を提供せずにすむこと、商品に万
が一問題があってもお店に相談で
きることなどが安心につながり、
幅 広い年 代のお客 様が利用して
います。セブン イ-レブンという
限られた店舗の中で、さまざまな
お 客 様のニーズに対 応できる品
揃えをしていくためには、ネット
での品 揃 えが不 可 欠です。店 舗
では扱いにくい専門性、希少性の
高い商品を数多く揃え、お客様の
こだわりにお応えしていきます。

40

節約志向に対応した「生活応援」型の
ニュー・ディスカウントストアをオープン

入れて当日売り切る体制を取って
います。また、日用品、生活雑貨な
どでは、必需品、人気商品を中心
に大胆にアイテムを絞り込み、お
ススメ商品は大量陳列による迫力
ある売場づくりでお客様にアピー
ル。陳列も箱やコンテナーごと店
頭に並べることで、バックルームの
在庫を極力削減し、社員の作業も
効率化。これらの取り組みによっ
て、ロス削減を進めて坪効率を高
め、ローコスト経営を図っています。
こうした店づくりはお客様にも
好評で、
客層も旧イトーヨーカドー
西新井店に比べ 代〜 代が増加
し、好スタートとなりました。この
成果を踏まえ、 月にさらに１店
舗をオープンし、今後も展開を拡
大していく方針です。
30

絞り込みと売り切りで
高効率経営を追求

50

西新井店は、人口密度の高い地
域に立地しており、これまでも近
隣のお客 様が客層の中心でした。
そこで３３００㎡という「買い回り
しやすい広さ」を活かして、日常の
食品や日用品を中心に品揃えした
新しいスタイルのディスカウントス
トアにチャレンジ。品揃えでは、従
来イトーヨーカドーがお客様から
高い評価をいただいている生鮮品
を強化して、既存のディスカウント
ストアにはない魅力を追求。店舗
専任のバイヤーが、毎日、市場情報
を取って、その日のお買得商品を仕

40

家で過ごす 傾 向 もあり、
「中 食」
マーケットは伸び続けています。
セブン イ-レブンでは安 全・安 心
や地産地消に取り組むとともに、
「できたて感」にも着目し、 月
末までに約８０００店 舗に店 内
用 のフラ イ ヤ ー（ 揚 げ 物 用 調 理
器）を導入しました。時間の経過
とともに味や食 感が落ちやすい
揚げ物は、まさにセブン イ-レブ
ンのような近くの店で
「できたて」
を買いたいアイテム。導入以来好
評ですが、中でも 〜 代女性の
購 入が大 幅に増 えています。食
事時間の前に「おかず」としてま
とめ買いをする傾向が見られ、新
しい客層やニーズの掘り起こしに
つながっています。
３つめは、 月に始動した「セ
ブン イ-レブンネット」です。店頭
で支払いや受取りができるため、
クレジット 番 号 などの個 人 情 報
7

毎日、気軽に通える
「身近なお店」として
８月 日、東京都足立区に新し
いディスカウントストア「ザ・プラ
イス西新井店」がオープンしまし
た。これは、イトーヨーカドー西新
井店がリニューアルを機に業態転
換を実施したもの。昨今のガソリ
ン価格高騰がきっかけとなり、毎
日徒歩や自転車でお買物ができる
近くの店舗へのニーズが高まってい
ること、物価高騰などを背景に消
費マインドが冷え込んでいる点な
どに着目し、ディスカウントストア
に新たな商機があると見込んで挑
戦したものです。

近くのお店で、もっと便利なお買物を
「中食」志向に応えた商品を充実
シナジー効果を活かし
売れ筋ＰＢ商品を導入

お客様の便利と安心を追求
できたてフードとネット通販

コンテナーのまま陳列し、オペレー
ションの省力化を図っています。

にチャンスあり！

変化
お客様の

高 齢 化が進み、仕 事 を持つ女
性も増える中、自宅に近い店で買
物をすませたいというニーズが高
まっています。こうしたお客様の
変化に合わせ、セブン イ-レブンで
は３つの取り組みを進めています。
１つめは、加工食品や日用雑貨
など、「実用品」
の品揃え強化です。
3

その核となるのがセブン＆アイＨ
ＬＤＧＳ．
のＰＢ「セブンプレミア
ム」
。ＮＢ商品と同等以上の品質
を実勢価格でお届けする、安心で
お得感の高いブランドです。
昨年 月に導入して以降、月を
追うごとにセブンプレミアムの売
上構成比が増えています。
スーパー
の売れ筋と思われてきた冷凍食品
も、個食化に対応した食べきりサ
イズの餃子やピラフなどを導入し
たところ、 カ月で売上げが 倍
以上に伸びました。ｎａｎａｃｏ 会
員の購入データを見ると、これま
で実用品の購入歴がない男性の購
入率や、 〜 代女性の購入数量
が飛躍的に上っており、セブンプレ
ミアムが新たな来店動機となって
いることがうかがえます。
3

40

15

29

8

20

つめは、お弁当や惣菜などの
「中食」の強化です。少人数世帯
の増加、さらに昨今は外出を控え
2

11

できたてのおいしさで、
ご
家庭の食卓のニーズに
お応えします。

少子高齢化や原油価格の高騰に端を発した製品価格の上昇
自分の好みを大切にするセレクト志向の高まりなど、お客様のライフタイルや価値観は
いま、大きな転換期を迎えています。
そうしたニーズの変化をいち早くキャッチし
新たな業態開発・商品開発に反映させているグループ各社の取り組みを紹介します。
焼き餃子は5 個入り、エビピラフや炒飯は170gと個食サイズ。
100 円という価格も大きな魅力に。

ボリューム 感 いっぱ い の 陳 列 で
アピール。

8

マーケットニーズに迫る

特集

ミレニアムリテイリング

８月 日、そごう横浜店に、西
武百貨店渋谷店、そごう八王子店
に次ぐ３店 舗目の「キートゥース
タイル・ヨコハマ」がオープン。約
１００坪のスペースには、百貨店
初のコアなブランドや話題のイン
ポートものなどが集合。単品＋小
物のコーディネートで、吹き抜けの
大きな壁面を使ったディスプレー
が目をひきます。
ターゲットは 代後半〜 代を
想定していますが、幅広い年令層
から「今までの百貨店にはない新

立地や市場の特性に合わせ
細かなＭＤで満足度を追求

し、それだけでは品揃えによる他
店との差別化が難しいうえに、流
行のサイクルが加速的に早まる中、
鮮度の高い提案をするには限界が
あります。そこで、ミレニアムリテ
イリングでは、立地ごとの特性や今
のお客様のライフスタイルに合わ
せた最旬の提案ができる自主編集
売場に力を注いでいます。

ブランドの壁を超えた売場づくりで
鮮度感が好評の「キートゥースタイル」
多彩なブランドで
コーディネートできる
セレクトショップ
「一つのブランドに縛られず、たく
さんの選択肢から自由にコーディ
ネートを楽しみたい」
今の女性たちのニーズに応えた
自主編集売場、
「キートゥースタイ
ル」が好調です。
「キートゥースタ
イル」とはブランドの垣根を超えて
スタイリングの
「鍵」になるモノを
集めたセレクトショップ。
「大人の
女性のためのカジュアル」を共通コ
ンセプトに、１店ごとにお客様の層
に合わせた品揃えを追求し、多彩
なブランドから服や小物を厳選。
自 在なコーディネートで、ファッ
ションに敏感なお客様を楽しませ
ています。
これまで百貨店の婦人服は、ヤ
ング、キャリアとターゲットごとに
フロアを区切り、大手ＮＢブランド
のショップを集合させた「ハコ型の
ショップ展開」が主流でした。しか

ヨークベニマル

買いやすさ・環境配慮・低コストを実現する
新たな店舗フォーマットを開発
見やすく買いやすく
お客様視点で店舗を見直す

しさがある」「楽しい」と好評です。
同店がこだわるのは、フロア全
体の牽引役としての
『感度』や
『鮮
度』
、
『 横 浜 店 らしいエッセンス』
。
横浜のお客様はコンサバティブで、
お買 物 も母 娘 連れが 多いのが特
色です。八王子店のデニム主体の

た売場面積でも見やすく買いやす
い通路幅、什器の本数や高さを検討
しました。また、売場でも、手前の
商品をとると自動的に後ろの商品
が前進するスライダー式什器をド
リンク売場に導入したり、袋菓子は
ケースに直接入れ込むタイプにす
ることで、並べる手間を省くなど、
さまざまな工夫を什器設計に盛り
込み、生産性向上を図っています。

時代のニーズに応える
省エネルギーとＣＯ 対策

25

吹き抜けのある約100 坪の開放的な空間には、
話題
のブランドをいち早く導入。効果的に配した雑貨で、
こ
の秋の新しい配色や柄の組み合わせを提案します。

品揃えに比べると、トラッドが中
心で、本部選定の商品に加え、約
％は横浜店常駐のバイヤーによ
る独自のセレクトで構成。雑貨の
比率も ％に上げてコーディネー
トの楽しさを打ち出しています。
他にはない商 品の魅力が支 持
され、売上げも好調に推移。同フ
ロアの買い回り率の向上にも貢献
しています。オープンを目前に控
えた西武百貨店池袋本店に向け、
ノウハウの集積を着実に進めてい
ます。

16
17

70

照明」を取り付け、棚段ごとの照明
を廃止して電力消費を減らしてい
ます。さらに、空調機器も湿度を
調整することによって、若干高い温
度設定でも快適さを感じられる「デ
シカント空調」を導入し、冷ケース
まわりの寒さ解消と省エネを図っ
ています。他にも、インバータ方式
の冷凍機や安価な深夜電力を利用
した氷蓄熱システムの導入、フロン
を使わない冷凍機の稼動実験など、
新技術を積極的に取り入れていま
す。これらの工夫により、片平店
では年間のＣＯ ２排出量を、従来の
６００坪タイプ店の約 ％削減で
きる見通しです。
片平店のノウハウを蓄積し、買い
やすさ・環境配慮・低コストの新し
い店舗モデルを取り入れ、これから
も地域のお客様ニーズにお応えし
ていきます。
20

20

カジュアルでも横浜らしいキ
レイ目な着こなしが中心。
キャノピー照明で棚下の照明がなくても
明るい売場。低温でも点灯しやすく、紫
外線の放出が少ないLEDは、冷凍食品
やアイスクリームの冷凍ケース、紫外線
による品質劣化を避けたいお酒のコー
ナーなどで活躍しています。

21

イルに打撃を与えています。こう
した状況をふまえ、ヨークベニマル
では、よりコンパクトで、低コスト
で運用でき、省エネと環境負荷の削
減が可能な小商圏対応型店舗の開
発に取り組み、その 号店となる
ヨークベニマル片平店（郡山市）を
９月にオープンしました。
「高齢化によって、お客様は自宅
に近く、たくさん歩き回らなくても
買物ができる適度な広さのお店を
求めるようになっています」と店舗
開発の責任者。片平店では、商圏に
対する適正規模を従来の６００坪
から５００坪に変更し、少なくなっ
1

雑誌と連動させたディスプレーで、
お客様の目を引きます。

片平店の青果や鮮魚売場の天井
にはＬＥＤ照明が採用されていま
す。消費電力が蛍光灯の３分の１
で長寿命というメリットを活かし、
照度が低いという欠点はスポット
ライトと組み合せて使うことで解
決。また、冷ケースには、上部から
ケース内全体を照らす「キャノピー

2

30

少ない品数でもボリューム陳列ができるヒナ壇
型のエンド什器で、陳列のスピードアップと在庫
負担の軽減を実現。

ヨークベニマルが出店している東
北・北関東一帯では、少子高齢化の
進行が早いうえ、昨年来のガソリン
価格高騰以来、車中心のライフスタ

天井のLED 照明とスポッ
ト照明を組み合わせた片平店の店内。

マーケットニーズに迫る

特集

6

セブン＆アイ・フードシステムズ

べるデザート。 月の導入以来、
デザートの中で人気ナンバーワン
です。 月 日からのバリエーショ
ンでは、大人の味のゴルゴンゾーラ
チーズや栗の粒がたっぷり入った
マロンなど、 つのアイスと つの
ソースがあり、一つひとつが素材と
味にこだわった逸品。時には組み
合せの斬新さにスタッフが驚くほ
ど、幅広い年代のお客様が味覚の
冒険を楽しまれています。
お客様のニーズに応えた選べる
メニュー。リピーターを着実に増や
しています。
3

「いろいろ食べたい」に応える
デニーズの「選べるメニュー」開発
の量を少なめにしているので、女性
にも人気です。また、グループで
さまざまな組合せを注文して、分
け 合って食べるなど、
「少しずつ、
いろいろなメニューを食べてみたい」
というニーズに合致して、好評を
得ています。
「 単 品の少量メニューを増やす
だけ では、お 客 様 が 迷ってし ま
や 新 メニュー な ど、 新 しい 味 を
い、かえって選びづらくなり、食
知っていただける効果もあります」
べ慣れたメニューに落ち着いてし
と、商品開発の担当者。
まわれがち。そこで、おすすめの
定食スタイルの「ハンバーグ」や
組合せを提案するセットメニュー
を充実させたところ、選ぶ楽しさ 「和風おかず膳」でも、付け合せの
フライや小鉢を数種類から選べる
もあって人気になっています。人
メニューを広げています。
気 メニュー と と も に、 旬 の 野 菜

お客様の好奇心をくすぐる
「選べるフレンチブリオ」
デザートも、
「選べる」メニュー
が人気です。
「選べるフレンチブリ
オ」は、ブリオッシュのフレンチトー
ストとバニラアイスをベースに、季
節の味覚を取り入れた２つ目のア
イス＆ソルベとソースをお好みで選

10

ヒット商品誕生の背景には、今
期から取り組んでいる衣料マーチャ
ンダイジングの改革があります。
「流行も意識しますが、一番重要
新たな開発手法では、社会的環
なのは、お客様の考えや行動を綿
境やライフスタイルの中でのお客
密に調べ、心の中でこうあってほし
様の行 動や思考 を徹 底 的に調 査
いと考えている潜在的なニーズを
し、商品選択の決め手、市場の実
探り当てることです」と衣料事業
勢に合わせたプライスゾーン、既存
部の責任者は言います。
商品への不満などを洗い出します。
量 販 店 に 求 められているコモ
開発途中でも試着サンプリングに
ディティ・ファッション
（普段着を中
より、きめ細かくお客様ニーズとの
心とした着用頻度の高い服）
とは何
刷り合わせを行っています。
なのか。それを突き詰めていった結
この秋発売したインナーウェア
果、お客様がイトーヨーカドーに期
待するのは、より日常生活に密着 「スタイルウォーム」も、高まるエコ意
識や省エネ推進などの社会環境を
した、着やすく買いやすい衣料なの
ふまえ、第一紡績と共同開発した発
だということを確認。マーチャンダ
熱素材を使用し、暖房を控えめに
イジングの軸足をトレンド重視か
ら「お客様の潜在ニーズの具現化」 した部屋でも温かく過ごせる高い
機能性を備えています。
へと、大きく転換させました。
新たなマーチャンダイジングで
は、さらに新しい素材、生産地、生
産方法を開拓し、高品質で手にと
りやすい価 格を実現しています。
今後もイトーヨーカドーならでは
の視点で、差別化商品を育ててい
きます。

潜在ニーズの具現化を
徹底追求

「選べるフレンチブリオ」380 円。10
月からは、アイス＆ソルベはビターカ
ラメル・栗・かぼちゃ・キウイ・プラム・
チョコ・ゴルゴンゾーラの７種、
ソース
はキャラメル・メープルタイプシロップ・
あずき・ストロベリー・ブルーベリー・
チョコの６種と、食欲の秋にふさわし
い豊富なラインナップで展開中。
（写
真はビターカラメルアイス×キャラメル
ソース㊤、
プラムアイス×ブルーベリー
ソース㊧）
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7

選ぶ楽しさと
新しい味を提案
食の多様化を背景に、レストラ
ンでも一食完結型のメニューから、
「いろいろなものを食べたい」という
ニーズが高まっています。デニーズ
では、昨年より「選べる」セットメ
ニューと、自由に組み合せていただ
けるように少量サイズのメニュー
を拡充してきました。
時から 時までのディナータ
イムで実施している「カプリッチョ
セット」は、３つのグループからそ
れぞれ１品ずつ選んで、お好みの
コースを楽しめるセット。１品ごと

イトーヨーカドー

入されていませんでした。マーケ
ティング調査を行ったところ、
「レ
ギンスは薄 くて体の線が丸 見 え
になる」
「スリムパンツはきつくて
動きづらい」といった不満が浮上。
レギパンは、そうした不満を解消
することでお客様の「本当は着た
い」という 気 持 ちに応 えて開 発。
そのはきやすさは年 代 を問わず
支持されるところとなり、発売か
ら カ月ほどの間に約 万本を
販売しました。
1

18
19

「選べるカプリッチョセット」1300 円
（ドリン
ク付き1480 円）
。17 時から23 時まで、
ディナータイム限定で提供しています。
「レギンスのようなパンツ」
として大ヒッ
ト中のレギパン。
1990 円という価格も買いやすく、色違いで何本も買われる
方も多くいます。11月初旬には、冬素材のレギパンが登場
します。

25

お客様の不満を解消して
大ヒットした「レギパン」

50

アスリートパンツのようなスマート
さで早くも注目を集めている紳士
のニットトランクス、pbiの
「ロング
ボクサー」。

23

イトーヨーカドーの婦人服フロ
アやネット通販で、発売以来大ヒッ
トとなっている商 品があり ます。
その名は「レギパン」。
レギンスのス
トレッチ性と、スリムパンツの見た
目を両立させた商品です。
近 年、人 気の定 番アイテムと
なっているレギンスやスリムパン
ツですが、 代女性にはあまり購

紳士・婦人・子供で幅広く展開
中の
「スタイルウォーム」
は、最新
技術の発熱素材を使用。着た
時のひんやり感もありません。

17

「答えはお客様が持っている」
新たな衣料マーチャンダイジングへの挑戦

マーケットニーズに迫る

特集

地産地消、完全循環型農業への挑戦がスタート
〜農業生産法人「セブンファーム富里」始動〜

千葉県 内 で
完全循環型農業にチャレンジ

合わず、廃棄するしかありません。
しかし、このセブンファーム富里の
取り組みでは、イトーヨーカドー
の売場と直結していて中間コスト
もかからないため、標準規格外品
をお客様には魅力的な販売価格で
提供しても採算がとれます。この
結果、畑全体の収益性を高めるこ
とができます」
実際に、 月に収穫した大根の
標準規格外品を、試験的に１本
円で店頭販売したところ、用意し
た１５０本はわずか 分で完売と
いう好反響でした。
また、イトーヨーカドーと日常
的に情報の共有化を図っているた
め、お客様のニーズや販売状況な
どもダイレクトにとらえられ、生
産計画を立てる上で大いに役立つ
と津田さんは言います。

ＪＡ富里市組合員80％、富里市10%
イトーヨーカ堂10％
出資比率
●

８月 日、Ｊ Ａ富里市（富里市
農業協同組合）
、富里市、イトー
ヨーカ堂の共同出資による農業生
産法人「セブンファーム富里」が設
立されました。同社は千葉県富里
市内に約２ヘクタール
（約６０００
坪）
の直営農場を擁し、千葉県内
のイトーヨーカドー６店舗から出
る食品残さ
（販売期限切れで廃棄
される生鮮食品やお弁当・お惣菜
など）
からつくった堆（たい）
肥を活
用し、収穫した作物はイトーヨー
カドーで販売するという、大手流
通業初となる「完全循環型農業」
への挑戦をスタート。すでにダイ
コン、ニンジン、ブロッコリーなどの
栽培を進めています。
作付けや販売の状況
などを密に情報交換し
ながら、お客様に喜ば
れる野菜づくりを進めて
いる戸井社長と生産者
の津田さん
（右から）
。

代表取締役社長 戸井和久
（兼 イトーヨーカ堂 第1販売事業部長）

地産地消や環境負荷の低減など
社会的な課題にも応える

17

売場と直結した畑ならではの
メリットもいろいろ

50

イトーヨーカドーでは、この取

代表者

徴は、Ｊ Ａと地域の生産者、そし
て販 売 を 担 当 するイトーヨーカ
ドーががっちりと手を結んだ点。
Ｊ Ａ富里市の仲野 隆三常 務理事
は、この完全循環型農業の中で堆
肥供給が生産者にもたらすメリッ
トについて、こう指摘しています。
「カリウムやリンなど化学肥料
の原材料は海外からの輸入に頼っ
ており、昨今の国際的な素材価格
高騰や輸出国の出荷規制などで、
肥料価格は上昇を続けています。
食品残さからつくった良質な堆肥
を安 定した価 格で手に入ること
は、生産者に大きなメリットです」
また、実際に直営農場を運営し
ている生産者の津田博明さんは、
売 場 と直 結した生産のメリット
を挙げています。
「どの作物でも、形が曲がってい
るなどの標準規格外品がかならず
発生します。味や鮮度などはかわ
らなくても、標準規格外品は市場
経由のルートで出荷すると採算が

2008年8月23日

●

セブンファーム富里の大きな特

千葉県富里市立沢新田字谷津台82番地141

設立日

を語っています。

18

見学などを実施し、より農業や環
境を身近に感じていただく存在と
して、地域と生産現場を近付ける
役割も果たしていきます。
月 日、五香店（松戸市内）
の
店頭にダイコンやブロッコリーな
どが初登場。たちまち多くのお客
様が集まり、大好評でした。順次、
扱い店舗を拡大し、年内には千葉
県内の全店で扱っていく予定です。
イトーヨーカドーでは、今後も
生産者の協力を得ながら、こうし
た取り組みを一歩ずつ着実に広げ
ていく方針です。

所在地

●

30

生産現場と消費を
よりいっそう近付ける
10

「朝採りならではの鮮度
感など、野 菜の価 値を
消費者に分かりやすく伝
えるのにも役立つ取り
組み」
と仲野常務理事。
●

10

月 日、直営農場には千葉
県松戸市 内の小学生約 人が体
験学習の一環としてダイコンの収
穫に訪れました。ダイコンの葉を
もって、上手に抜けて歓声を上げ
たり、ダイコン１本の重さに驚い
たり、初めての体験に誰もが目を
輝かせていました。セブンファー
ム富里は、折々に地域の方を招き、
植え付け、収穫体験や堆肥工場の

10

〈株式会社セブンファーム富里〉
概要

野への参入が試みられています。
しかし、素人がいきなり農業を始
めるには無理があります。今回の
取り組みは、ＪＡ富里市や津田さ
んたち、農業のプロの皆さんが積
極的に新しい取り組みに挑戦して
くださった結果、順調にスタート
を切ることができました」と戸井
社長。同社では来春から、直営農
場の畑をさらに２ヘクタール拡大
する予定で、戸井社長は「少しず
つ直営農場を広げながら、
お弁当、
お惣菜などに適した品種などの栽
培にも挑戦していきたい」と抱負

9月には、
お店で参加するご家族を募り、
「 親子で1日体験ツアー」
を
開催。食品リサイクルの工場見学や、
ニンジンの根引き、
小松菜の種
まき・収穫などを体験しました。

59

千葉県内のイトーヨーカドー五香店にセブンファーム富里の野菜が
初入荷。たちまちお客様の注目が集まり、次々と手にとっていかれま
した。

り組みにより地域でとれた新鮮な
野 菜 をお求めやすい価 格で提 供
できるといったメリットとともに、
店 舗から出る食品残さをリサイ
クルすることで廃棄物量の減量化
と資源 有 効利用の両面で環境 負
荷を減らすことが可 能になりま
す。さらに、地元で栽培された新
鮮な野菜を提供することで、地域
のお客様に喜んでいただくことが
できます。
「いま、社会的にも食料の自給
率アップや地産地消が求められる
中で、いろいろな業種から農業分

10月17日、
松戸市の小学生を招いて
「農業体験教室」。収穫したダ
イコンを手に
「ダイコンってこんなに重いんだ！」
と驚きの声。
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各店の取り組み
便利なご用聞き・宅配サービス

ユニバーサルデザインの
店舗づくり

ご高齢の方や妊婦さん、身体の不自由な
方、小さいお子様がいる方など、買物に出
られない方にご用聞き、宅配サービスが
喜ばれています。
〈セブン-イレブン、イトーヨーカドー、
ヨークベニマル、ヨークマート、セブン＆
アイ・フードシステムズ〉

グループ各店では、車いすに
対応したスロープ、駐車スペー
ス、点字案内板、多目的トイレ
などを設置。
ユニバーサルデザ
インの店舗づくりを拡大してい
ます。

一人ひとりの心から始まるノーマライゼーション
小売業を中心に、総合生活産業を目指すセブン＆アイHLDGS. 。社会との関わりの中で、どのような役割
を果たしていくかは、企業のロイヤルティ、ひいては存在価値につながる大切なテーマです。
私たちが目指すのは「だれにもやさしい企業・お店」。すべてのお客様に安心してお買物をしていただける
お店づくりはもちろん、安全・安心の商品やサービスの提供、そして一人ひとりの従業員が安心して働ける
職場環境づくりや社会への貢献など、グループ各社ではさまざまな取り組みを行っています。

心のバリアフリーを推進
グループ各社では新入社員研修時や、
新店オープン前には、ノーマライゼーション教育を実施。
赤ちゃん本舗でも、マタニティ研修を実施しています。

サポート力の高い人材の育成

ママにやさしい施設・設備
赤ちゃんをお連れの方に、おむつを替えたり
授乳ができる休憩室をご用意しています。
〈イトーヨーカドー、
ミレニアムリテイリング〉

安全で
使いやすい
施設

地球環境への
対応

手話のできる社員や福祉用具専門
相談員、ハートフルアドバイザーな
ど、高齢者や障がい者のお買物サ
ポートができる資格取得を推進して
います。
〈イトーヨーカドー、
ミレニアムリテイ
リング〉

社会貢献と
文化活動

ノーマライ
ゼーションの
発信

点字メニューを各店に設置しています。
〈セブン＆アイ・フードシステムズ〉

働きやすい
職場環境

お取引先との
公正な関係

バリアフリーから
ユニバーサルデザインへ

イトーヨーカドーがバリアフリー店 舗の

4

モデル店として和光店をオープンしたのは、

ハートビル法が施行される前の１９９４年

月でした。それ以来、グループ各社では障が

い者やお年寄りが買物しやすい店舗づくり

95

を積極的に推進してきました。ヨークベニマ

ルでも 年以降の新店は、ハートビル法（現・

バリアフリー新法）認定を基本としています。

22

同時に、社員教育にも力を入れ、新入社員

94

へのノーマライゼーション教育や、手話教育

などをスタート。また、 年に特例子会社テ

ルベを設立するなど、先進的な取り組みを進

めてきました。

１９９６年に開店した石巻あけぼの店から

は、身体の不自由な方やお年寄りに開店前に

ご来店いただき、
「店舗施設見学会」を実施

し、ご意見や改善すべき点を次のお店づくり

に活かしてきました。

２０００年には障がい者、健常者という枠

を超え、だれにも使いやすいユニバーサルデ

ザインの店として木場店をオープン。段差が

わかりやすい色違いの階段や車いすでも入れ

る「ゆったり試着室」
、角を丸くした什器など

が登場しました。現在、各社ではユニバーサ

ルデザインの考え方を取り入れた店づくりを

進めています。

亀井 淳社長

ハードとハートが揃って
初めてユニバーサルデザインに

ユニバーサルデザインは時代とともに、

求められる機能が変化していきます。お

年寄りや小さなお子さんにも安心してご

利用いただける低速エスカレーター、タッ

チパネル式の売 場 案 内 など、ハード面は

進化し続けています。また、安全・安心、

省エネやリサイクルなど環境への対応も、

近年求められている課題です。

しかし、もっとも大切なのは一人ひとり

品を取りづらそうにしていたら声をかけ

のハートです。お年寄りや妊婦さんが商

てお手伝いする、車いすやカートが通り

や すいように通 路に物 を置 かないなど、

お客様の不都合に気づき配慮することが

大 切です。ハードとソフトが揃って初 め

て、本当に「だれにもやさしいお店」にな

るということを、従 業員 全員でつねに意

識していきたいと思います。
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イトーヨーカドー

雇用の
創出

だれにも
やさしい
企業・店づくり

地域社会との
共生

点字メニューをご用意

安全・安心な
商品・サービス

た緑の大地に「株式会社テルベ」はあります。
ありません。しかし、テルベは
『めげず！たゆ

き、社会で自立していくのは並大抵のことでは

やりは必要です。重度の障がい者が企業で働

知事表彰も受けました。印刷は、グループ内
ター、トイレ、広々とした更衣室はもちろん、

差のない床面やスロープ、車いす対応エレベー

持ち、集中力を発揮して、高品質の製品をつ

知的障がいのメンバーは、自分なりの目標を

ます。車いすの社員が出向いての研修会等も

企業はもちろん、世界各国から見学者が訪れ

を積極的に受け入れています。地域の学校や

シイタケを品質別に選別。傷
つけないよう、一つ一つ丁寧
に扱われています。

〜セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
の特例子会社「テルベ」〜

１９９４年、障がい者や高齢者の雇用機会の
まず！ほがらかに！』
の三つの精神で、障がい

特別視することはありませんが、配慮や思い

拡大を目指し、セブン＆アイＨＬＤＧＳ（
．イ
者と健常者が助け合い、一人ひとりが努力し

北海道北見市から車で 分。ひろびろとし

トーヨーカ堂、セブン イレブン、ヨークベニマ
ル、セブン＆アイ・フードシステムズ）
と北海道
す」と岩元保所長。

てスキルを身につけ、自立運営を実現していま

現在、テルベには身体および知的障がい者

の伝票類やチラシ、名刺印刷を中心に、外部
雨や雪の日でも濡れずに車いすで移動できる

くっています。機械好きで、健常者でなければ

積極的に行っており、実体験に基づいた日常

24

北見市との共同出資により設立されました。
名を含む 名の社員と、シルバー人材セン

一人ひとりの可能性を見出し
ご家族とも協力して自立を支援
社員たちが安心して働けるよう、すべてが使

テルベの社内は、さまざまなハンディを持つ

見える野菜。
〉としてイトーヨーカドーで販売。
いやすいバリアフリー設計になっています。段

丹精込めて育てた瑞々しいシイタケは、
〈顔の
日に、
「道産きのこ優良生産」として、

企業からも受注。車いすのメンバーをはじめ、
ロードヒーティングを施した屋根付駐車場や

月

全員で営業活動を行っています。２００４年
緊急時に対応するための「ヘルプコール」も各

名准看護師）

テルベでは、ノーマライゼーションの理念を

福祉の精神を地域に広げ
皆が助け合えるやさしい社会に

害者職業生活相談員２名（内

さらに、障害者職業コンサルタント１名、障

所に設置されています。

５月からは本部コピーセンターの運営も行い、
年度には黒字化を達成しました。

「近視の人が眼鏡をかけるように、人はみな
何らかのハンディを持っています。障がい者を

が障がい者とともに働き、日々、一人ひとりの
スキルアップや健康面のサポートを行っていま
す。自己管理が苦手な知的障がい者にとって
は、このサポート体制が仕事の質を向上させ、

無理と考えられていた難易度の高い製本機器

生活の不便さやバリアフリーの必要性、介助の

広めることも大切な役割と考え、
「会社見学」

の操作をこなせるようになったメンバーもいま

「テルベ」はフランス語で「緑の大地」
。テルベ

仕方や手話の指導等を通じて福祉への理解を

車いすのメンバーも「一度は仕事をあきらめ

から芽吹いたノーマライゼーションの種は、確

す。仕事が好きで、体調が悪い時に別の楽な

ていましたが、やればできることがあると気づ

かな実りを収穫しながら、地域社会にどんど

促進しています。

き、今はやりがいを感じています」
「それぞれ

ん広がり続けています。

作業をしてもらおうとしても嫌がるほどです。

障がいが違うので、互いに協力し合い不足分を
補えば、一人前の仕事ができることを学びまし
た」と、固い団結力で結ばれています。
また、社内だけでなく寮や家庭とも連絡を
取り合い、トータルでのケアと自立支援を推進
しています。家族とテルベをつなぐ「つなぎの
会」も設立。年２回の家族会では、密度の高い
情報交換が行われています。ご家族からは、「た
いへんなのは私たちの家族だけじゃないと前向
きになれます」
「生活指導により偏食がなくな
りました。働くことで友達もでき、精神的に
落ち着いてきて明るくなり感謝しています」と

北の大地にしっかりと根付いた
「テルベ」
。
「この人には無理、
と決めつけず、可能性
やできる方法を見つけます。一緒に試行
錯誤し、根気強く見守ることで、より難易
度の高い作業が可能になっていく姿を見
るのがうれしい」
と、障害者職業コンサル
タント。

30

名が働いています。柱

10

となる事業は「シイタケ栽培」と「印刷事業」
。

ターからのメンバー

27

やりがいを生み出す要となっています。

1

現在、民間企業では1.8％の障がい者雇
用率が義務化されています。セブン & ア
イHLDGS．では、全体で 2.15％と基準以
上の雇用率があり、多くの方がそれぞれ
の能力に応じた職場で働いています。
政府は、さらなる障がい者の雇用機会
拡大を目指し、2010 年を目標に
「障害者
雇用促進法」の改定を検討しています。適
用されれば、これまで週 30 時間以上の常
用雇用を基本に算出してきた雇用率が週
20 時間以上の短時間労働まで含めた算出
法に変わり、短時間なら働けるという障が
い者の雇用機会が広がることになります。
一方、パートタイマー比率が高い小売
業では分母となる短時間雇用者が増加し、
障がい者雇用率は一気に下がるため、各
社とも今後の採用活動の強化が求められ
ています。
セブン & アイHLDGS．は、これまでの
雇用率の高さや、新店オープン前に障が
いを持つ方を招いて店舗施設見学会を催
すなど、行政や施設から高い信頼を得て
います。今後も、お客様へはもちろん、社
内環境も
「だれにもやさしく働きやすい職
場」を目指し、障がい者雇用の促進を推進
していきます。

25

31

喜びの声が届いています。

障害者雇用促進法の改定も踏まえ、
さらに障がい者雇用を促進

印刷部門で、編集を担当する車いす
のメンバー。外へ出ての営業活動も
積極的に行っています。

17
10
06

池袋・新宿・渋谷を結ぶ
「東京メトロ副都心線」駅にＡＴＭ設置

今年６月に開業した東京メトロ副都心線

は、埼玉県和光市と渋谷を結び、池袋・新宿

といった都内有数の繁華街を縦断するととも

ービスに基づく調剤薬局および都市型ドラッグストアを

に東武線・西武線との直通運転も行っており、

献することを目指し、専門的な技術・コンサルティングサ

11

多くの乗降客を迎えています。その副都心線

ンファーマシーズは、
お客様の健康と快適な生活に貢

3

）、
セブン銀行のＡＴＭが 月から
内の６駅 （※に

ズと、業務・資本提携について基本合意しました。アイ

1

順次設置される運びとなりました。

８月５日、
セブン&アイHLDGS．
は、
アインファーマシー

セブン銀行では、すでに今年 月に東京駅

「アインファーマシーズ」との業務・資本提携で
医薬品販売分野の強化・拡大へ

地下一番街にＡＴＭを設置し、 日３００件を

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

超える利用実績を上げています。今後、関西

各社から最新ニュースをお届けします

や福岡などの私鉄駅構内への設置も進めてお

NEWS & TOPICS

多くの路線と直通乗入れを行っている副都心線。ATM 設置で駅の利便性
を高めます。

全国に展開しており、
アリオ札幌とアリオ西新井にも出
店しています。調剤薬局最大手として、人材を育成する
ための優れた教育システムは、業界でも高く評価されて

NEWS LETTER

います。
具体的な業務提携の内容としては、
ショッピングセン
ターへの出店、
コンビニエンスストアとの共同出店、医

●ＡＴＭ設置台数

療モールの共同開発などの店舗開発。薬剤師や登録
販売者などの人材教育面での連携。
また、医療および

8月5日の提携記者会見で握手を交わす、アインファーマシーズの
大谷喜一社長とセブン&アイHLDGS．
の村田紀敏社長
（左から）
。

コスメ＆ドラッグにおけるオリジナル商品の共同開発など
を実施していく予定です。
この提携により、
セブン&アイ

株式会社アインファーマシーズ

26

り、グループ内だけでなくグループ外へもＡＴ

27

Ｍ網を拡大して、ますます利便性向上を図っ

1,447万1,035円

ていきます。

● 岩手県

※ 明治神宮前、北参道、新宿三丁目、東新宿、西早稲田、
雑司が谷

5,788万4,143円

えや改装を行っています。

初の共同ＡＴＭコーナーをオープン

● 宮城県

19

日、六 本

の谷川瀬店より順次、ヨークベニマル店舗として建て替

9

月

りました。

木ヒルズ ハリウッド

しました。これにより、寄付総額は、7,235万5,178円とな

が整ったことを受け、フジコシの6店舗を7月18日に開店

ビューティプラザ地

ヨークベニマル内にも「藤越事業部」を設置。支援体制

下１ 階に ある 新 生

れた義援金1,398万3,456円を、
８月25日に両県へお届け

銀行ＡＴＭコーナー

資本提携を結び、経営の合理化や収益の改善に努め、

に、セブン銀行ＡＴ

岩手・宮城内陸地震災害に対し、募金終了後に寄せら

Ｍを設置し、新生銀

昨年、11月1日、ヨークベニマルは「フジコシ」と業務・

行とセブン銀行との

岩手・宮城内陸地震災害へ追加寄付

共同ＡＴＭコーナー

フジコシ店舗をヨークベニマル店舗に改装

22

になりました。

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

ヨークベニマル

9

月 日、米国の格付け会社スタンダード＆

事業内容：調剤薬局チェーン、
ドラッグストアチェーンと
して全国に約400店舗を展開。

ＡＴＭ事業の順調な拡大などが
評価され、Ｓ＆Ｐ社格付け引き上げ

従業員数：1,893名

●

プアーズによる長期格付けが、
「Ａプラス」から

資本金：4,045百万円

●

「ＡＡマイナス」
へ、短期格付けが「Ａ １
-」から

設立：1969年8月

●

へ、それぞれ引き上げられまし
「Ａ １
-プラス」
た。これは、ＡＴＭ事業の順調な拡大、セブ

代表取締役社長：大谷喜一

●

グループ内外へのＡＴＭ網拡大が進み
よりいっそう利便性向上
ン イ
-レブンの来客数増加への貢献、安定的な
収益推移によるセブン＆アイグループ内での

本社所在地：札幌市東区苗穂５条1丁目2番1号

●

HLDGS．
は、
アインファーマシーズの持つ高い専門性と
信頼性を活かし、医薬品販売分野の強化・拡大を目指
します。
資本提携は、
８月２６日付けでセブン&アイHLDGS．
がアインファーマシーズ株の７．
８0％を引き受けました。
今後は、両社の持つ経営資源を相互活用することによ
り、
お客様により付加価値の高い専門性のある商品・
サービスを提供していきます。

1 万 3,368 台
560

（2008年10月31日現在）

戦略的重要性の向上が評価されたものです。

●

●ＡＴＭ提携金融機関数

NEWS & TOPICS
イトーヨーカドー

第4期

イトーヨーカドー社史が
「優秀会社史賞」を受賞

中間報告書
平成 20 年 3 月 1日〜平成 20 年 8 月 31日

平成 20 年 8 月 31 日をもちまして第 4 期中間期が終了しまし
たので、業績ならびに事業の概況についてご報告いたします。
当中間期における当社を取り巻く環境は、所得が伸び悩む中
での原油や原材料価格の高騰にともなう物価上昇により、消費
マインドが低下するなど、厳しいまま推移しました。そのような
環境において、当社および各事業会社は、シナジー効果の拡大を
図る取り組みの強化などを通じて、既存事業からの収益の維持
向上に努めるとともに、新たな事業展開に向けた事業基盤の整
備を進めてきました。

●連結業績
（平成 20 年 3月1日〜平成 20 年 8月31日）
平成20年8月期

2兆8,610億円 101.6％

前年同期比

2兆8,168億円 110.2％

1兆1,877億円

99.9％

1兆1,892億円

106.6％

1兆637億円

104.7％

1兆157億円

119.5％

4,947億円

98.8％

5,008億円

104.0％

547億円

92.8％

590億円

92.6％

金融関連

635億円

109.2％

582億円

119.7％

その他

170億円

102.8％

165億円

112.1％

△206億円

−

△228億円

−

1,480億円

102.8％

1,439億円

101.3％

1,101億円

102.2％

1,077億円

97.4％

161億円

97.5％

165億円

169.6％

百貨店

73億円

75.0％

98億円

97.7％

フードサービス

△6億円

−

△14億円

−

金融関連

136億円

143.1％

95億円

83.4％

10億円

88.7％

11億円

281.9％

2億円

−

4億円

−

1,479億円

101.8％

1,454億円

104.3％

675億円

97.6％

691億円

100.7％

コンビニエンスストア
スーパーストア
百貨店
フードサービス

消去または全社
営業利益
コンビニエンスストア
スーパーストア

その他
消去または全社
経常利益
中間純利益
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山形県と
「地域活性化包括連携協定」を締結

昨年４月に発 刊した社 史

10月8日、セブン-イレブン、ヨークベニマルは、山形県

「変化対応〜あくなき創造へ

と「地域活性化包括連携協定」を締結しました。これま

の挑戦」が、
（財）日本経営史研究所の第16回「優秀会

でもセブン-イレブンでは各都道府県と協定を結んでき

社史賞」を受賞しました。

ましたが、ヨークベニマルと共同での締結は初めてです。

これは、単なる社史の枠を超えた小売産業史として

締結記念の第１弾として、10月9日から19日まで、
「お

の意義があること、苦労話などのエピソードを盛り込

いしい山形県フェア」を開催。
「山形うまいもの弁当」を

み、リアリティと親しみやすさがあることなど、小売業

はじめ、地産地消のオリジナル商品５アイテムを、県内

の社史の新たな水準を形成する優れた作品として認め

のセブン-イレブン、ヨークベニマル店舗で販売しまし

られたものです。

た。今後も地域の食材
を使用した商品の開発
など、活性化に努めて

10月24日、文京区の印刷博物館
で行われた表彰式。表彰を受けるイ
トーヨーカドー佐藤信武取締役副
会長
（右）
。

いきます。
山形県産の山海の幸がたっ
ぷり！
「山形うまいもの弁当」
580 円。

店舗 オ ー プ ン 情報

平成19年8月期

前年同期比
営業収益

セブン-イレブン／ヨークベニマル

8 月 29日

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．

ザ・プライス西新井店（Ｐ.１４をご覧ください）
●

東京都足立区興野 1-12-7

●

店舗面積／ 3,300㎡

「セブン＆アイ共通商品券」が
グループ各社に拡大
９月１日より、
「セブン＆アイ共通商品券」が、
「そご

９月 11日

う」
「西武百貨店」
「赤ちゃん本舗」の各店でもご利用

デニーズ豊橋花田店
●

愛知県豊橋市花田町中ノ坪 39

できるようになりました。お買物やお食事に、いっそう
の利便性を高めていきます。

９月 22日

● 利用可能会社

デニーズ新宿山吹町店
●

セブン-イレブン、イトーヨーカドー、そごう、西武百貨店、
ロビンソン百貨店、ヨークベニマル、ヨークマート、セブ
ン＆アイ・フードシステムズ、赤ちゃん本舗、メリーアン、
オッシュマンズ
● 商品券販売店舗
イトーヨーカドー、
見
本
ヨークベニマル、
ヨークマート、
赤ちゃん本舗

東京都新宿区山吹町 346-3 アルティス神楽坂２階

９月 26日

ヨークベニマル片平店（Ｐ.17をご覧ください）
●

福島県郡山市中ノ目一丁目１６番地

●

店舗面積／ 1,723㎡

10 月 10日

国分寺ロフト
●

東京都国分寺市南町 3-20-3 国分寺エル７階

●

店舗面積／ 923㎡
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事業セグメント別営業概況

1

-

とともに、事業所、病院、学校への小型店
プ共通プライベートブラ
舗の展開も開始しました。また、店内でで
ン ド「 セ ブ ン プ レ ミ ア
きたてのフライドチキンなどを提供する
ム」の商品開発を積極的
」導入店舗
に進め、品揃えも 月末 「フライヤー（揚げ物用調理器）
の拡大、
「セブンプレミアム」の品揃えの拡
現在で約460品目に拡
充、
「taspo」導入にともなう店頭での
大しました。また、グル
たばこ販売の大幅な増加などによる、新た
ープ独自の電子マネー
な客層の拡大にも注力しました。さらに、
「ｎａｎａｃｏ 」 も、グ
７月にはネット販売を行う「セブン イレブ
ループ内外へのサービス
拡大を進め、お客様への
ンネット」を開設しました。
利便性向上に努めました。
北米では、新規出店やフランチャイズ化
これらの結果、当中間
の促進に注力するとともに、ファストフー
期の連結業績は、営業収
ドや地域限定商品、プライベートブランド
益が 兆8610億円
商品などの差別化商品の開発・販売を積極
（前年同期比 ・ ％増）
、 的に進めています。
営業利益が1480億円
中国では、北京市での本格的なフランチ
（同 ・ ％増）
、経常利
ャイズ展開に向けた準備を進めるとともに、
益 が 1 4 7 9 億 円（ 同
セブン イレブン中国が上海市内におけるエ
・ ％ 増）
、中間純利
リアライセンシーによる店舗展開に向けた
益が675億円（同 ・
準備を進めています。
％減）となりました。
◉ スーパーストア事業
なお、当中間期の配当金につきましては、
株につき 円とさせていただきました。
2

2

8

◉ コンビニエンスストア事業

906,441,983株

-

概況
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国内では、 月にモール型ショッピング
センター「Ａｒ ｉｏ 鳳」を開店、８月には
旧イトーヨーカドー西新井店を閉鎖し、生
活応援型のディスカウントストア「ザ・プ
ライス西新井店」を開店しました。同じく
８月には農業生産法人「セブンファーム富
里」を設立し、環境に配慮した完全循環型

消却後の発行済株式総数

1

6

国内では、都市部への出店強化、既存店
の好立地への店舗移転を積極的に推進する

平成20年7月31日

当中間期は、事業基盤の整備の一環とし
て、４月に中国での店舗展開の推進を図る
セブン イレブン中国有限公司を、また、
月にはＩＴ関連事業を統括するセブン＆ア
イ・ネットメディアを設立しました。さら
に８月には、調剤薬局大手のアインファー
マシーズと業務・資本提携を行いました。
シナジー効果の拡大については、グルー

通期の見通し
平成 年 月期（平成 年 月 日〜平
成 年 月 日）の連結業績は、営業収益
が前期比 ・ ％増の 兆7600億円、
営業利益が同 ・ ％増の2940億円、
経常利益が同 ・ ％増の2900億円、
当期純利益が同 ・ ％増の1370億円
を計画しています。
なお、期末配当金につきましては 株に
つき 円を予定しています。年間配当金に
つきましては、当中間期の配当金と合わせ、
株につき 円を予定しています。

消却実施日

7

チャンダイジングを軸とした革新に引き続
農業に参入しました。
き注力し、地域に密着したきめ細かな店舗
中国では、北京、成都の各店とも地域に
運営を進めています。
密着した品揃え・サービスの強化により売
上・利益とも好調に推移しています。また
◉ フードサービス事業
５月に四川省大地震が発生した際には、成
レストラン部門では、接客サービスの向
都市内３店舗とも迅速な商品供給体制を確
上、新メニューの開発、価格の引き下げな
保することにより、お客様から高い評価を
ど、既存店舗の活性化に注力するとともに、
いただきました。
新業態の開発にも取り組んでいます。また、
◉ 百貨店事業
不採算店舗の閉鎖や経費削減などの収益性
改善に努めています。
「そごう」では、３月に八王子店を都市型
百貨店として
◉ 金融関連事業
全館リニュー
ＡＴＭ事業では、グループ内外への積極
アルオープン
的なＡＴＭの設置を進めました。また、
し、
「西武百
日 台当たりの平均利用件数も１１３・
貨店」では、
件と好調に推移しました。
基幹店の池袋
クレジットカード事業では、電子マネー
本店の平成
「ｎａｎａｃｏ 」のグループ内外への拡大、
年全館リニュ
「ＱＵＩＣＰａｙ 」機能の開放、
「アイワイ
ーアルオープ
カード」によるクレジットチャージサービ
ンに向けた大
スの開始など利便性の強化に努めました。
規模な改装に
着手しました。
◉ その他の事業
消費マインド
日テレ７（セブン）では、４月より日本
の低迷によっ
テレビの番組「女神の市場（マルシェ）
」の
て衣料品の売
放送を開始し、同番組で紹介する商品をグ
上げが厳しい
ループ店舗で販売するほか、ネット通販で
まま推移しま
も購入できる仕組みを提供しています。
したが、マー

157,922,982,000円

31

1

取得金額

3

当社普通株式

1

20

5

50,000,000株
消却した株式の種類と数

日用品・文具なども仲間入りし、約 460 品目のラインナップになった「セブンプレミアム」
。

27

事業基盤の整備、
シナジー効果の拡大により
既存事業の収益力を高め
新規事業展開への基礎を強化
上）フライヤーを導入し、ご家
庭の「中食」ニーズに対応する
セブン–イレブン。
右）セブン銀行は、ホテル、病
院など公共性の高い施設へも
サービスを広げています。

3

28 2

機動的な株主還元策として、当社は市場買付により
5,000 万株の自己株式を取得しました。
さらに当社は、今回取得した 5,000 万株の自己株式をす
べて消却しました。

2 6

9

平成20年4月18日～平成20年6月30日

27

2 21

0

54

4 4 1

4

取得期間

21

1

自己株式の取得および消却

4
1

決算概況

中間連結財務諸表〈要約〉
● 中間連結損益計算書

（

● 中間連結貸借対照表

（単位：百万円）
当中間期

自 平成20年3月1日
至 平成20年8月31日

営業収益

前中間期

）（

自 平成19年3月1日
至 平成19年8月31日

）

ポイント
増減額

2,861,034

2,816,822

44,211

売上高

2,581,485

2,550,816

30,668

売上原価

1,929,298

1,879,948

49,350

652,186

670,867

△18,681

279,549

266,006

13,542

931,735

936,874

△5,138

783,725

792,876

△9,150

148,009

143,998

4,011

営業外収益

6,285

8,414

△2,129

営業外費用

6,313

6,983

△669

経常利益

147,981

145,429

2,551

特別利益

2,824

12,497

△9,673

特別損失

19,460

23,107

△3,646

131,345

134,820

△3,475

60,119

61,999

△1,879

△1,311

△170

△1,141

5,033

3,845

1,188

67,503

69,145

△1,642

売上総利益
その他の営業収入
営業総利益
販売費及び一般管理費
営業利益

税金等調整前中間純利益
法人税､住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
中間純利益

営業収益：スーパーストア
事業において新たに連結対
象会社が増えたことや中国
の子会社の業績が好調に推
移したことに加え、金融関
連事業も好調に推移したこ
となどにより増収となりま
した。
ポイント
営業利益：北米のコンビニ
エンスストア事業や百貨店
事業における収益の悪化が
あったものの、国内のコン
ビニエンスストア事業と金
融関連事業の収益が好調に
推移したことにより増益と
なりました。
ポイント
中間純利益：特別損失が減
少したものの、特別利益が
大幅に減少したことなどに
より減益となりました。

（単位：百万円）
当中間期

（平成20年2月29日）

ポイント

（

当中間期

自 平成20年3月1日
至 平成20年8月31日

（単位：百万円）

）
（

前中間期

自 平成19年3月1日
至 平成19年8月31日

）

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,327

361,197

△121,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,287

△133,863

45,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,572

△89,174

6,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

△627

866

△1,493

現金及び現金同等物の増加又は減少（△）額

67,839

139,026

△71,186

現金及び現金同等物の期首残高

667,770

570,133

97,636

現金及び現金同等物の中間期末残高

735,610

709,160

26,449

営業活動によるキャッシュ・
フロー：前中間期に比べ、
セブン銀行におけるコール
ローンの純増減が1,291 億
円減少したことなどにより、
収入が減少しております。
ポイント
投資活動によるキャッシュ・
フロー：前中間期に比べ、
投資有価証券の取得による
支出が 549 億 7 千 9 百万
円減少したことなどにより、
支出が減少しております。
ポイント
財務活動によるキャッシュ・
フロー：当中間期において、
自己株式の取得による支出
が 1,580 億 9 千 3 百万円
ありましたが、社債の発行
による収入が 996 億 1 千
6 百万円あったことなどに
より、前中間期に比べ、支
出が減少しております。

33

ポイント

増減額

資産の部
流動資産

1,500,364

1,354,417

145,947

現金及び預金

573,404

649,167

△75,762

受取手形及び売掛金

142,298

128,852

13,446

77,452

75,741

1,711

営業貸付金
有価証券

231,524

94,524

137,000

たな卸資産

167,242

169,026

△1,783

その他

308,441

237,105

71,335

2,485,302

2,531,954

△46,652

有形固定資産

1,295,196

1,337,142

△41,946

無形固定資産

445,794

465,847

△20,053

のれん

344,524

360,348

△15,823

その他

101,269

105,498

△4,229

固定資産

投資その他の資産

744,311

728,964

15,347

長期差入保証金

454,423

460,951

△6,528

その他

289,888

268,012

21,876

繰延資産

245

308

△63

資産合計

3,985,912

3,886,680

99,232

当中間期

● 中間連結キャッシュ
・フロー計算書

前期

（平成20年8月31日）

前期

（平成20年8月31日）

（平成20年2月29日）

1,366,651

1,177,493

189,157

支払手形及び買掛金

368,788

321,402

47,386

短期借入金

182,100

149,861

32,239

一年内返済予定の長期借入金

147,087

120,419

26,667

16,155

16,217

△62

預り金

134,471

87,205

47,266

銀行業における預金

145,990

142,205

3,784

一年内償還予定の社債

その他

372,058

340,182

31,876

固定負債

701,117

651,147

49,970

社債

230,710

131,077

99,633

長期借入金

278,674

321,336

△42,662
△1,050

長期預り金
その他
負債合計

ポイント
固定資産：在外子会社を連
結する際の為替レートが円
高になったことに伴い、主
に 7-Eleven, Inc. の有形固
定資産や無形固定資産が減
少しております。

ポイント

増減額

負債の部
流動負債

流動資産：セブン‒ イレブン・
ジャパンの営業活動による
キャッシュ・フローなどが
増加しております。

60,483

61,534

131,248

137,198

△5,950

2,067,768

1,828,641

239,127

1,862,733

1,979,848

△117,114

△21,216

5,170

△26,386

395

─

395

流動負債：季節要因により
買掛金が増加し、当中間期末
日が休日だったことにより
預り金が増加しております。

ポイント
固定負債：長期借入金を一
年内返済予定の長期借入金
へ振替えたことなどにより
減少した一方で、当社の社
債発行により全体では増加
しております。

純資産の部
株主資本
評価・換算差額等
新株予約権
少数株主持分

76,230

73,020

3,210

純資産合計

1,918,143

2,058,038

△139,895

負債純資産合計

3,985,912

3,886,680

99,232

32

ポイント
純資産：中間純利益による
増加に対し、配当金の支払
いや自己株式の取得及び消
却により全体では減少して
おります。

中間個別財務諸表
● 中間連結株主資本等変動計算書

● 中間貸借対照表

（単位：百万円）
当中間期

前期

（平成20年8月31日）

株主資本
資本金

流動資産

20,524

22,006

△1,482

固定資産

1,729,900

1,746,769

△16,869

62

63

△0

投資その他の資産

1,729,837

1,746,706

△16,868

繰延資産

105

140

△35

資産合計

1,750,529

1,768,915

△18,386

負債の部
流動負債

271,946

201,627

70,318

固定負債

102,092

1,944

100,148

負債合計

374,039

203,571

170,467

平成20年2月29日残高

資本剰余金

50,000

利益剰余金

731,621

自己株式

1,205,042

株主資本

1,375,884

1,566,520

△190,635

評価・換算差額等

259

△1,175

1,434

新株予約権

347

—

347

純資産合計

1,376,490

1,565,344

△188,853

負債純資産合計

1,750,529

1,768,915

△18,386

（単位：百万円）

（

当中間期

自 平成20年3月1日
至 平成20年8月31日

） （

前中間期

自 平成19年3月1日
至 平成19年8月31日

）

1,979,848

当中間期中の変動額
剰余金の配当
中間純利益

△26,697

△26,697

67,503

67,503

自己株式の取得

△157,984

△157,984

自己株式の処分

0

26

26

自己株式の消却

△155,546

155,546

−

米国子会社の
米国会計基準適用に伴う増加高

39

39
△1

△1

株主資本以外の項目の
当中間期中の変動額（純額）
当中間期中の変動額合計

−

△155,546

40,844

△2,413

△117,114

平成20年8月31日残高

50,000

576,075

1,245,886

△9,228

1,862,733

評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金

● 中間損益計算書

株主資本合計

△6,815

その他

純資産の部

営業収益

（単位：百万円）

増減額

（平成20年2月29日）

資産の部

有形固定資産

当中間期
（自 平成 20 年 3月1日 至 平成 20 年 8月31日）

平成20年2月29日残高

3,885

繰延
ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

△676

1,961

評価･換算
差額等合計
5,170

新株
予約権
−

少数株主
持分

純資産合計

73,020

2,058,038

当中間期中の変動額

増減額

△26,697

剰余金の配当

28,311

22,232

6,079

3,746

3,360

385

24,565

18,871

5,693

自己株式の取得

△157,984

営業外収益

69

74

△5

自己株式の処分

26

営業外費用

2,110

777

1,332

経常利益

22,524

18,169

4,355

自己株式の消却

−

特別利益

−

1,600

△1,600

米国子会社の
米国会計基準適用に伴う増加高

39

特別損失

1,558

3,737

△2,179

その他

△1

20,966

16,031

4,934

3

3

0

株主資本以外の項目の
当中間期中の変動額（純額）

11

21

△9

20,950

16,006

4,944

販売費及び一般管理費
営業利益

税引前中間純利益
法人税､住民税及び事業税
法人税等調整額
中間純利益

35

67,503

中間純利益

△1,221

当中間期中の変動額合計

△1,221

平成20年8月31日残高

2,663

△26,386

395

3,210

△22,780

193 △25,358 △26,386

395

3,210

△139,895

395

76,230

1,918,143

193

△25,358

△483

△23,396

34

△21,216

株式の状況
（平成 20 年 8 月末現在）

株主メモ

決算期

2 月末日

定時株主総会

毎年 5 月

定時株主総会の株主確定基準日

2 月末日

配当基準日

毎年 2 月末日及び毎年 8 月31日

単元株式数

100 株

公告方法

電子公告

http://www.7andi.com/ir/koukoku.html

事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合に
は、日本経済新聞に掲載いたします。

上場証券取引所

東京証券取引所第一部

証券コード

3382

株主名簿管理人

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

同連絡先

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株式の総数

発行可能株式総数

4,500,000,000 株

発行済株式の総数

906,441,983 株

株主数

94,670 名
（千株） （出資比率）

大株主

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10 番11号
電話 0120-232-711（通話料無料）

同取次所

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本・支店
なお、証券保管振替制度をご利用の場合は、お取引のある証券会社にお申し出
ください。

伊藤興業株式会社………………………………………………………68,754

7.6 %

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）
………………47,119

5.2 %

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）
……………………36,430

4.0 %

第一生命保険相互会社…………………………………………………27,577

3.0 %

野村證券株式会社………………………………………………………26,302

2.9 %

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口４G）
… ………21,270

2.3 %

日本生命保険相互会社…………………………………………………20,664

2.3 %

伊藤雅俊…………………………………………………………………19,355

2.1 %

三井物産株式会社………………………………………………………16,222

1.8 %

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口4）
… …………15,198

1.7 %

所有者別株式分布状況

各種手続用紙のご請求について

株式関係のお手続きの用紙のご請求は、下記の三菱UFJ 信託銀行の電話及びインターネッ
トでも24 時間承っております。
● 電話
（通話料無料）

株式数（千株）

284（0.3％）

● ホームページアドレス

0120-244-479（本店証券代行部）
0120-684-479（大阪証券代行部）

株主数（名）

51（0.1％）

http://www.tr.mufg.jp/daikou/
1,881（2.0％）

金融商品取引業者

商 号
設 立
本店所在地

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
平成 17 年 9 月 1 日
東京都千代田区二番町 8 番地 8

資本金
従業員数

役 員
取締役・監査役

執行役員

鈴木 敏文
代表取締役社長 最高執行責任者
（COO）
村田 紀敏
取締役 専務執行役員 最高財務責任者
（CFO） 氏家 忠彦

常務執行役員

取締役 常務執行役員 最高管理責任者
（CAO） 後藤 克弘

執行役員

取締役 亀井  淳

取締役

取締役 山口 俊郎

取締役 大髙 善興

野中 郁次郎
常勤監査役 神田 郁夫
常勤監査役 関  久
監査役
鈴木 洋子

取締役 清水 哲太

監査役

取締役 安齋  隆

スコット・トレバー・デイヴィス

取締役

監査役

中地  宏
首藤  惠

稲岡  稔
太田 喜明
江口 雅夫

執行役員 金光 孝文

執行役員 佐藤 政行

執行役員

田中 吉寛
西川 富夫
小貫 勝久
髙羽 康夫

執行役員

大塚 和夫

執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

執行役員 高橋 邦夫
執行役員 清水 明彦
執行役員 宮川  明
執行役員 小林  強
執行役員 早田 和代

（注）1. 取締役のうち清水哲太、スコット・トレバー・デイヴィスお
よび野中郁次郎の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める
社外取締役であります。
2. 監査役のうち鈴木 洋子、中地 宏、首藤 惠の各氏は、会社
法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。
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139,798（15.4％）
283,010（31.2％）

外国法人等

91,647（96.8％）

154,717（17.1％）

個人・その他

所在地別株式分布状況
〈株主数〉

（平成 20 年10月1日現在）

代表取締役会長 最高経営責任者
（CEO）

取締役 塙  昭彦

500 億円
368 名
（連結 55,448 名）

34,023（3.8％）

その他の法人

807（0.8％）

会社概要

294,892（32.5％）

金融機関

北海道 2.1％
中国 3.3％

〈株式数〉
四国 1.4％

その他国内
5.1％

海外 0.8％

九州 3.5％
東北 5.6％
中部

13.1％

海外

関東

28.8％

56.5％

関東

66.1％

近畿

13.7％
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